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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の業績（2022年４月１日～2022年６月30日）
（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 ％

2023年３月期第１四半期 773 1.1 25 347.9 26 457.2 19 3,529.1

2022年３月期第１四半期 765 △1.1 5 △81.9 4 △84.6 0 △96.9
　

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

2023年３月期第１四半期 9.55 ―

2022年３月期第１四半期 0.26 ―

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 7,430 3,625 48.8

2022年３月期 7,485 3,630 48.5

(参考)自己資本 2023年３月期第１四半期 3,625 百万円 2022年３月期 3,630 百万円

　

２．配当の状況

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

2022年３月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

2023年３月期 ―

2023年３月期(予想) ― ― ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2023年３月期の業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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 3,200 3.7 120 94.8 150 91.5 100 36.5 47.87

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年３月期１Ｑ 2,089,200株 2022年３月期 2,089,200株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ ―株 2022年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 2,089,200株 2022年３月期１Ｑ 2,089,200株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 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、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P.２「１．当四半期決算に関する定性的

情報（３）業績予想等の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当期第１四半期における経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響や世界的な物価の上昇の影響を受けながらも、

景気は国内外共に停滞から少しずつ回復の兆しが見えてきました。日本国内におきましては、コロナ禍以前の経済活動

に持ち直しつつあるが、新型コロナウイルス感染拡大の第７波の影響を受け、先行きについては依然として不透明な状

況が続くものと予想されます。介護業界におきましても新型コロナ感染拡大の影響がみられ、慢性的な人手不足が続き、

経営不振傾向の中小事業者の休業・倒産が目立つ状態です。

　当社有料老人ホーム事業については、前期に引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止についての対応を継続してい

ます。新型コロナウイルスワクチンの接種を早期に完了し、外部との接触を制限、消毒の徹底、職員各自の自粛促し等

を行い、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めています。介護付き有料老人ホームは、施設入居中の顧客に対するサ

ービス提供という業態である為、上記対策による売り上げへの影響は軽微です。住宅型有料老人ホーム２施設について

は、既存の外部事業者による居宅サービス利用が困難になった顧客について、当社通所サービス事業所の定員拡大によ

り受け入れを行いました。これにより、感染拡大予防と通所サービス事業の売り上げ向上を同時に達成できました。

　新規顧客獲得については、感染症対策を適切に行いながらの営業活動を継続しております。個別見学会や相談会等を

行い、入居後につきましてもご入居者のニーズに応じた住み替えなどのきめ細やかな対応を行いました。結果、全施設

平均入居率約90.6％を維持・確保いたしました。

　以上の結果、当第１四半期における売上高は773百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益25百万円（前年同期比347.9

％増）、経常利益26百万円（前年同期比457.2％増）、四半期純利益19百万円（前年同期比19百万円増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（資産）

　当第１四半期会計期間末における流動資産は6,251百万円となり、前事業年度末に比べ41百万円減少いたしました。こ

れは主に現金及び預金の減少によるものであります。固定資産は1,178百万円となり、前事業年度末に比べ14百万円減少

いたしました。これは主に減価償却によるものであります。

この結果、総資産は、7,430百万円となり、前事業年度末に比べ55百万円減少いたしました。

（負債）

当第１四半期会計期間末における流動負債は892百万円となり、前事業年度末に比べ70百万円減少いたしました。これ

は主に未払金が減少したことによるものであります。固定負債は2,912百万円となり、前事業年度末に比べ19百万円増加

いたしました。これは主に長期入居金預り金が増加したことによるものであります。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産合計は3,625百万円となり、前事業年度末に比べ５百万円減少いたしました。

これは主に繰越利益剰余金の減少によるものであります。

　この結果、自己資本比率は48.8%（前事業年度末は48.5%）となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 2022年５月13日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。

　



3

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,705,507 5,680,068

営業未収入金 441,014 432,148

商品 2,200 2,309

未収還付法人税等 17,293 20,181

その他 126,455 116,735

流動資産合計 6,292,471 6,251,443

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 306,108 299,527

その他（純額） 216,351 215,431

有形固定資産合計 522,460 514,958

無形固定資産

リース資産 29,243 25,812

その他 7,171 7,129

無形固定資産合計 36,414 32,941

投資その他の資産

その他 636,449 632,668

貸倒引当金 △1,863 △1,863

投資その他の資産合計 634,586 630,804

固定資産合計 1,193,461 1,178,704

資産合計 7,485,932 7,430,147

負債の部

流動負債

短期借入金 100,000 100,000

入居金預り金 413,221 406,684

介護料預り金 41,449 40,793

賞与引当金 17,395 13,790

その他 390,310 330,781

流動負債合計 962,376 892,049

固定負債

長期入居金預り金 2,078,375 2,102,519

長期介護料預り金 213,608 213,616

退職給付引当金 48,515 50,350

役員退職慰労引当金 44,931 45,843

その他 507,582 500,347

固定負債合計 2,893,013 2,912,677

負債合計 3,855,390 3,804,727

純資産の部

株主資本

資本金 686,296 686,296

資本剰余金 566,296 566,296

資本準備金 566,296 566,296

利益剰余金 2,377,949 2,372,827

利益準備金 3,855 3,855

その他利益剰余金

別途積立金 384,000 384,000
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繰越利益剰余金 1,990,094 1,984,972

株主資本合計 3,630,542 3,625,420

純資産合計 3,630,542 3,625,420

負債純資産合計 7,485,932 7,430,147
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 765,485 773,561

売上原価 673,235 667,462

売上総利益 92,249 106,099

販売費及び一般管理費 86,527 80,472

営業利益 5,721 25,626

営業外収益

受取利息 25 97

受取配当金 12 12

受取手数料 1,042 1,344

受取賃貸料 3,509 4,414

寄付金収入 100 100

その他 1,313 1,412

営業外収益合計 6,003 7,380

営業外費用

支払利息 6,785 6,341

支払手数料 - 250

長期前払費用償却 232 191

営業外費用合計 7,017 6,782

経常利益 4,706 26,225

特別利益

投資有価証券売却益 1,103 -

特別利益合計 1,103 -

税引前四半期純利益 5,810 26,225

法人税、住民税及び事業税 1,502 2,052

法人税等調整額 3,758 4,223

法人税等合計 5,260 6,276

四半期純利益 549 19,948
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（３）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）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、会計上の見積り（繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損

判定、貸倒引当金）に与える影響は軽微であります。

当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による経営環境への影響は、2022年度中は継続し、回復は早くても2023年

度以降になると仮定しております。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、次期以降の当社の財政状態及び経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　


