
  

１．平成26年６月期第２四半期の業績（平成25年７月１日～平成25年12月31日）  

  

  

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
  

 （２）財政状態  

  

  

２．配当の状況  

  

  

３．平成26年６月期の業績予想（平成25年７月１日～平成26年６月30日）  
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四半期決算補足説明資料作成の有無： 無       
  

  
四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

26年６月期第２四半期  2,813 15.4 336 29.9 227 53.5 124 12.7 

25年６月期第２四半期  2,437 13.0 258 △13.3 148 △34.7 110 △10.1 

  
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 

26年６月期第２四半期  76.14 － 

25年６月期第２四半期  67.58 － 

  総資産  純資産  自己資本比率  

  百万円 百万円 ％ 

26年６月期第２四半期  8,616 1,218 14.1 

25年６月期  8,472 1,119 13.2 

（参考）自己資本  26年６月期第２四半期  1,218百万円   25年６月期  1,119百万円 

   
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 

25年６月期  － 0.00 － 15.00 15.00 

26年６月期  － 0.00       

26年６月期（予想）     － 15.00 15.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無     

  （％表示は、対前期増減率）

  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  5,918 16.5 442 △26.7 245 △36.7 127 △49.5 78.28 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無     



※  注記事項  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

  

  

  

  

（３）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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、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が終了しております。  

  

※  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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注

意事項等については、添付資料３頁「（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無     

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） 26年６月期２Ｑ  1,632,000株 25年６月期  1,632,000株 

②  期末自己株式数  26年６月期２Ｑ  50株 25年６月期  32株 

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年６月期２Ｑ  1,631,963株 25年６月期２Ｑ  1,631,995株 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策を背景として円安・株高が進展すると

ともに、公共投資および民間設備投資の増加、平成26年４月以降の消費税増税前の駆け込み需要による個人消費の

持ち直しも相まって、底堅く推移しております。   

 介護業界におきましては、平成25年12月に社会保障審議会介護保険部会において「介護保険制度の見直しに関す

る意見」の取りまとめが行われ、持続可能な社会保障制度の構築に向けて、現行一律１割負担からの介護保険自己

負担割合の見直し、介護度が軽い「要支援者」に対する予防給付の一部サービスについて地域支援事業への移行な

ど、業界全体に影響が予想される提言がなされており、当社といたしましても、平成27年度以降の実施に向けた介

護保険法の改正に注視してまいります。 

 このような状況下で当社は、中重度・認知症の要介護者への対応に加え、医療が必要になった場合の体制強化を

推進することで、既存ホームにおいて高い入居率を維持するとともに、前事業年度に開設したホームにつきまして

も入居が順調に進んでおります。また、新規ホームにつきましては、平成26年２月以降、「チャーム長岡京」を筆

頭に、当事業年度内に４ホーム、251室の開設を予定しております。  

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（同

％増）、経常利益は 百万円（同 ％増）、四半期純利益は 百万円（同 ％増）となりました。 

  

セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

① 介護事業 

 当第２四半期累計期間におきましては、前事業年度に開設したホームの入居促進が奏功したことにより、売上

高は 百万円（前年同期比 ％増）、セグメント利益は 百万円（同 ％増）となりました。 

② その他 

 当第２四半期累計期間におきましては、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、セグメント利益は 百万

円（同 ％増）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

① 財政状態に関する分析 

（資産） 

当第２四半期会計期間末における流動資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしま

した。この主な要因は、売掛金が 百万円増加した一方で、現金及び預金が 百万円減少したことによるもの

であります。固定資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしました。この主な要因

は、差入保証金が 百万円、その他に含まれている金銭の信託が 百万円、有形固定資産が新規取得により

百万円増加した一方で、減価償却により 百万円減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

（負債） 

当第２四半期会計期間末における流動負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしま

した。この主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が 百万円、その他に含まれている未払金が 百万円増加

したことによるものであります。固定負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。この主な要因は、退職給付引当金が 百万円増加した一方で、長期借入金が 百万円、長期前受収益が 百

万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたし

ました。これは四半期純利益を計上したことによるものであります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,813 15.4 336

29.9 227 53.5 124 12.7

2,785 15.7 513 20.6

27 4.8 17

2.0

1,957 148

17 171

6,659 292

260 110 35

126

8,616 143

1,690 86

42 41

5,706 42

10 26 29

7,397 44

1,218 99
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② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 百

万円増加し、 百万円となりました。 

当第２四半期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とおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は 百万円（前年同期比 ％減）となり

ました。これは主に税引前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円により資金を得た一方で、法人税等

の支払額 百万円があったこと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） 

当第２四半期累計期間における投資活動の結果、得られた資金は 百万円（前年同期は 百万円の支出）

となりました。これは主に、担保提供預金の減少額 百万円により資金を得た一方で、差入保証金の差入に

よる支出 百万円、金銭の信託の取得による支出 百万円があったこと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） 

当第２四半期累計期間における財務活動の結果、支出した資金は 百万円（前年同期は 百万円の獲得）と

なりました。これは主に、長期借入れによる収入 百万円により資金を得た一方で、長期借入金の返済に

よる支出 百万円、配当金の支払額 百万円があったことによるものであります。 

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年６月期の業績予想につきましては、平成25年８月９日に公表しました業績予想に変更はありません。  

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。     

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

   

340
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,400,729 1,229,047 

売掛金 567,996 585,439 

貯蔵品 1,251 1,278 

その他 136,074 141,807 

流動資産合計 2,106,052 1,957,573 

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,063,862 5,065,867 

減価償却累計額 △1,293,303 △1,384,880 

建物（純額） 3,770,559 3,680,986 

構築物 152,738 152,738 

減価償却累計額 △81,564 △87,280 

構築物（純額） 71,173 65,457 

機械及び装置 7,775 7,775 

減価償却累計額 △6,244 △6,493 

機械及び装置（純額） 1,530 1,281 

車両運搬具 7,123 7,123 

減価償却累計額 △6,925 △6,952 

車両運搬具（純額） 198 170 

工具、器具及び備品 119,505 132,258 

減価償却累計額 △97,667 △101,959 

工具、器具及び備品（純額） 21,838 30,298 

土地 743,859 743,859 

リース資産 995,257 1,002,703 

減価償却累計額 △174,896 △196,507 

リース資産（純額） 820,361 806,196 

建設仮勘定 3,933 13,530 

有形固定資産合計 5,433,452 5,341,782 

無形固定資産 29,393 29,040 

投資その他の資産   

差入保証金 669,776 930,230 

その他 234,679 358,026 

貸倒引当金 △537 － 

投資その他の資産合計 903,918 1,288,257 

固定資産合計 6,366,764 6,659,080 

資産合計 8,472,817 8,616,653 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,988 52,295 

短期借入金 178,600 180,000 

1年内返済予定の長期借入金 535,221 578,027 

未払法人税等 132,481 112,567 

前受収益 275,333 280,810 

賞与引当金 26,831 29,721 

その他 407,206 457,508 

流動負債合計 1,604,660 1,690,929 

固定負債   

長期借入金 3,900,692 3,873,826 

リース債務 946,508 941,503 

退職給付引当金 60,430 71,078 

役員退職慰労引当金 95,000 102,116 

長期前受収益 603,840 574,170 

資産除去債務 78,571 79,379 

その他 63,894 64,671 

固定負債合計 5,748,938 5,706,745 

負債合計 7,353,599 7,397,674 

純資産の部   

株主資本   

資本金 192,100 192,100 

資本剰余金 181,100 181,100 

利益剰余金 746,050 845,833 

自己株式 △31 △54 

株主資本合計 1,119,218 1,218,978 

純資産合計 1,119,218 1,218,978 

負債純資産合計 8,472,817 8,616,653 
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年７月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 2,437,079 2,813,461 

売上原価 1,898,096 2,206,390 

売上総利益 538,982 607,071 

販売費及び一般管理費 280,112 270,810 

営業利益 258,869 336,260 

営業外収益   

受取利息 137 215 

受取賃貸料 1,590 1,746 

受取保険金 840 4,629 

その他 863 1,443 

営業外収益合計 3,431 8,034 

営業外費用   

支払利息 104,527 99,941 

その他 9,698 16,982 

営業外費用合計 114,225 116,924 

経常利益 148,076 227,370 

特別利益   

主要株主株式短期売買利益返還益 47,061 － 

特別利益合計 47,061 － 

特別損失   

固定資産除却損 － 548 

特別損失合計 － 548 

税引前四半期純利益 195,137 226,822 

法人税、住民税及び事業税 92,718 106,057 

法人税等調整額 △7,869 △3,497 

法人税等合計 84,848 102,559 

四半期純利益 110,289 124,262 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 195,137 226,822 

減価償却費 133,612 128,797 

のれん償却額 3,174 － 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,740 2,889 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,782 10,648 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,125 7,116 

受取利息及び受取配当金 △137 △215 

支払利息 104,527 99,941 

売上債権の増減額（△は増加） △44,498 △17,442 

仕入債務の増減額（△は減少） 6,274 3,306 

未払金の増減額（△は減少） 36,497 40,388 

前受収益の増減額（△は減少） 32,477 △23,455 

その他 △32,111 4,295 

小計 451,602 483,092 

利息及び配当金の受取額 166 162 

利息の支払額 △104,677 △101,515 

法人税等の支払額 △39,375 △119,959 

営業活動によるキャッシュ・フロー 307,715 261,781 

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 △12,002 △12,003 

定期預金の払戻による収入 6,000 6,000 

有形固定資産の取得による支出 △319,534 △27,044 

無形固定資産の取得による支出 △1,152 △2,557 

貸付けによる支出 － △12,625 

差入保証金の差入による支出 △50,236 △272,636 

差入保証金の回収による収入 1,164 9,935 

金銭の信託の取得による支出 △10 △110,121 

担保提供預金の増減額（△は増加） 18,493 518,227 

投資活動によるキャッシュ・フロー △357,277 97,175 

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） △177,159 1,400 

長期借入れによる収入 525,000 2,035,725 

長期借入金の返済による支出 △262,399 △2,019,785 

自己株式の取得による支出 △31 △23 

リース債務の返済による支出 △9,154 △11,566 

配当金の支払額 － △24,165 

財務活動によるキャッシュ・フロー 76,255 △18,415 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,693 340,541 

現金及び現金同等物の期首残高 745,327 747,493 

現金及び現金同等物の四半期末残高 772,020 1,088,035 
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該当事項はありません。    

   

該当事項はありません。   

   

当第２四半期累計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                             （単位：千円） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を 

含んでおります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

内容（差異調整に関する事項） 

                        （単位：千円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。  

（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  
報告セグメント その他 

（注） 
合計 

介護事業 計 

売上高     

外部顧客への売上高  2,785,741  2,785,741  27,720  2,813,461

セグメント間の内部売上高又は 

振替高 
 －  －  －  －

計  2,785,741  2,785,741  27,720  2,813,461

セグメント利益  513,657  513,657  17,608  531,265

利益 金額 

報告セグメント計  513,657

「その他」の区分の利益  17,608

全社費用（注）  △195,004

四半期損益計算書の営業利益  336,260

（重要な後発事象）
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