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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 12,914 64.9 △1,506 － △1,303 － △1,316 －

19年３月期 7,830 △4.3 △286 － 350 － 133 37.0

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △159 32 － － △42.7 △12.0 △11.7

19年３月期 16 15 － － 3.5 4.3 △3.7

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

20年３月期 13,265 2,327 17.5 281 73

19年３月期 8,395 3,837 45.7 464 50

（参考）自己資本 20年３月期 2,327百万円 19年３月期 3,837百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 △2,436 △2,909 5,294 1,279

19年３月期 △183 △187 △18 1,331

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － 10 00 10 00 82 61.9 2.1

20年３月期 － － － 5 00 5 00 41 － 1.3

21年３月期（予想） － － － 10 00 10 00 82 19.7 2.7

 (注）19年3月期期末配当金の内訳　　普通配当5円00銭　　記念配当　5円00銭

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第二四半期連結累計期間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
第二四半期

連結累計期間
11,000 200.2 △200 － △300 － △300 － △36 31

通期 23,000 78.1 700 － 500 － 420 － 50 84
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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）　有

新規 13社  （ジャパンケアサービス北海道他12社） 除外  1社  （株式会社ジャパンケアフレンズ）

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(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） 20年３月期 8,262,000株 19年３月期 8,262,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 980株 19年３月期 838株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 7,310 7.6 △153 － 80 △76.5 73 △29.1

19年３月期 6,792 △10.8 △303 － 341 171.5 104 △54.0

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 8 95 － －

19年３月期 12 61 － －

(2）個別財政状態

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

20年３月期 13,124 3,836 29.2 464 46

19年３月期 7,836 3,956 50.5 478 96

（参考）自己資本 20年３月期 3,836百万円 19年３月期 3,956百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第二四半期累計期間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
第二四半期

累計期間
3,500 5.1 △400 － △200 － △230 － △27 84

通期 7,500 10.4 △90 － 250 212.5 200 174.0 24 21

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。　　　　　　　　　

　　なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績及び財政状態
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰等の不安定要因を抱えながらも、企業収益

の改善や需要の増加に伴う設備投資の増加に支えられ、引続き穏やかな回復基調で推移しました。

　一方、米国のサブプライムローン問題の影響や物価上昇懸念、株価の下落、為替相場の急激な変動等により、先

行き不透明感が増しております。

　当グループを取り巻く介護業界におきましては、改正介護保険法が平成18年4月から施行され、「軽度の利用者」

を中重度化させないため「軽度の利用者」を「介護予防」の新たな給付の枠組みに変更し、かつ給付報酬を低額の

定額性に変更し、逼迫している介護保険財政の中、要介護高齢者の重度化防止と給付費の抑制が行われてまいりま

した。

　このような状況下のもと、「制度改正と報酬改定」による影響をまともに受け、利用者の減少に歯止めがかかっ

たとはいえ、期初から大幅に利用者を減少させました。

　また平成19年6月に厚生労働省は、株式会社コムスンに対し「連座制適用」の行政処分を行ない、この処分以降、

業績悪化に歯止めがかからないまま、当社は、平成19年11月に株式会社コムスンから、承継13法人を承継いたしま

した。

　株式会社コムスンは、コンプライアンスの甘さから介護事業から撤退し、今般の事態を招いたものであり、承継

した当社は、業績の拡大よりも、コンプライアンス体制の強化を最優先に取り組んだ結果、営業面が手薄となり売

上高は、減収となりました。

当社は、承継13法人を連結子会社化いたしましたが、承継等に伴う先行投資としてのシステム関連投資（システム

の変更・追加）の負担が大きく、減益となりました。

　一方、当社が23年の歳月をかけ築き上げた「在宅介護のノウハウ」と「努力」を結集し、開発・実践してきた「夜

間対応型訪問介護」は、在宅サービスの切り札として高く評価され、改正介護保険法にもとづく国の新制度として

新たに導入・位置付けされました。

当社は、この「夜間対応型訪問介護」の事業に使用する「システムとノウハウ」について積極的な販売を行い、収

益に貢献いたしました。

　また連結子会社各社は、概ね計画通り、順調に業績推移いたしました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は12,914百万円（対前年同期比64.9％増）、経常利益△1,303百万円、当

期純利益△1,316百万円となりました。

　当連結会計年度におけるセグメント別業績は以下のとおりであります。

　ホームケア事業につきましては売上高11,826百万円、営業利益△1,967百万円となりました。

　その他の事業につきましては売上高1,087百万円、営業利益774百万円となりました。

②次期の業績見通し

  介護業界におきましては、今後も要介護高齢者が増加し、売上の増加が見込まれます。このような環境の中、営

業力強化し「利用者の増加」を図るとともに、「夜間対応型訪問介護」を全国普及させるため、この事業に使用す

る「システムとノウハウ」の販売を、積極的に推進いたします。

  また昨年、株式会社コムスンから承継しました13法人における「利用者の増加」と平成20年7月1日に予定してお

ります13法人の合併により管理部門を中心として大幅なコストカットを行ない収益のアップを図ります。

　さらに平成20年8月1日に予定しております、当社グループの持株会社体制への移行により、グループ全体の管理

コストを大幅に削減することにより、収益の増加を見込んでおります。

　以上の取組みにより、通期の連結業績の見通しにつきましては売上高23,000百万円、営業利益700百万円、経常利

益500百万円、当期純利益420百万円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況 

　当連結会計年度における資産は、前連結会計年度末に比べ4,869百万円増加し、資産残高は13,265百万円となりま

した。これらは主に受取手形及び売掛金2,388百万円の増加、のれん1,527百万円の増加、建物及び構築物478百万円

の増加、投資その他の資産（その他）585百万円によるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末と比べ6,379百万円増加し、負債残高は10,938百万円となりました。これ

らは主に短期借入金5,248百万円の増加、未払金610百万円の増加、支払手形及び買掛金135百万円、長期借入金87百

万円の増加によるものであります。

　また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,509百万円減少し、当連結会計年度末における純資産残

高は2,327百万円となりました。これらは主に利益剰余金1,398百万円の減少およびその他有価証券評価差額金111百

万円の減少によるものであります。

㈱ジャパンケアサービス（7566）平成 20 年３月期決算短信

－ 3 －



②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローが2,436百万円の支出（前年同

期比2,253百万円減）、投資活動によるキャッシュ・フローが2,909百万円の支出（同2,722百万円の減）、財務活動

によるキャッシュ・フローが5,294百万円の収入（同5,312百万円増）となりました。この結果、当連結会計年度の

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ51百万円減少し、1,279百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りです。

（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キャッシュ・フローは2,436百万円の支出となりました。これらの主な要因は税金等調整

前当期純損失の計上1,318百万円、売上債権の増加額が2,401百万円、補助金の受取額が713百万円、未払金の増加額

が605百万円であったこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動の結果得られたキャッシュ・フローは2,996百万円の支出となりました。これらの主な要因は事業承継に

かかる支出2,254百万円、差入保証金・敷金の支出315百万円、拘束性預金による支出155百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果得られたキャッシュ・フローは5,294百万円の収入となりました。これらは短期借入金の増加額

5,248百万円、長期借入金による収入500百万円、長期借入金の返済372百万円、配当金の支払81百万円によるもので

あります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　 当社は株主尊重を第一義として考え、株主に対して業績動向、株主資本利益率、配当性向を考慮の上、増配

 または株式分割等によって積極的に利益還元を行っていく方針であります。

　 以上の方針により、当期の年間配当金につきましては1株につき普通配当5円とさせていただく予定でありま

 す。

　 なお、次期における年間配当金については1株につき10円を予定しております。

(4）事業等のリスク

　当社グループは、主要な事業であるホームケア事業を介護保険制度のもとで展開しております。この制度は5年

に一度法令全般が改定され、3年に一度介護報酬が改定されることになっているため、当グループはこの制度の変

更により現在行っている事業の成長性・採算性等に影響を受ける可能性があります。

  またこの事業を継続的に続ける場合、コンプライアンス（法令遵守）徹底が強く求められています。

介護事業者による「介護報酬の不正請求」「有資格者等人員の不適正な配置」「記録の不備」などは、介護サービ

ス業界全体の信用を失うものであり、当社の事業運営にも影響があるものと懸念されます。

　また平成18年４月からの改正介護保険法によって、事業所指定を取得する際の基準の厳格化や、指定の更新制度

などが導入されることとなりました。

当社が適正な事業運営できなかった場合、「事業所指定の取消」等の行政処分により収益性に影響を受ける可能性

があります。

  当社グループは、適正な事業所運営を行なうために、内部監査体制の強化を目的に「コンプライアンス室」の専

任人員を7名増員し11名体制といたしました。

  また従業員の教育・研修を行なうために「人材開発室」を新たに設置し、スタッフ5名による教育研修を行い、

サービスの品質の向上を行います。

　当社グループは、適正な事業所運営を行なうために、「コンプライアンス室」「人材開発室」を新たに設置し、

事業所の運営体制を再点検するとともに、内部監査体制の強化や管理者教育の徹底を行います。

　介護労働市場は、極めて逼迫しており、「人材の確保難」が、事業の成長を拒む要因となる可能性がありま

す。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社17社で構成されております。

当社は、訪問介護サービス、通所介護サービス、訪問看護サービス、福祉用具の販売およびレンタル、大人用紙オム

ツの販売、高齢者向住宅リフォーム事業、ケア付住宅事業、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）事業、介

護付有料老人ホーム事業、を主たる業務としております。

子会社である、株式会社ジャパンケアサービス東京（現株式会社ジャパンケアサービス東日本）をはじめ、株式会社

コムスンからの承継会社につきましては、訪問介護系サービス等の事業に加え、訪問入浴サービス、小規模多機能型

居宅介護等の事業を行なっております。

　株式会社ジャパンケアフーズは、通所介護サービスに係る利用者に対する食事の提供およびグループホームへの夕

食食材の提供を行っております。

　株式会社ジャパンケアブレーンは、社会福祉施設等への介護者派遣事業、有料職業紹介事業を行っております。

行っております。

　株式会社ジャパンケアクリエイトは、介護保険関連のシステムの設計・販売を行っております。

中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会社は、東京都中央区が所有する高齢者複合施設「相生の里」の運営等を行っ

ております。

　また、「機動的かつ効率的な経営体制」「収益力の向上」を考え、株式会社コムスンからの承継会社13社につきま

しては、株式会社ジャパンケアサービス東日本を存続会社として、平成20年7月1日に合併を行い、当社およびグルー

プ会社は、平成20年8月1日を効力発生日として持株会社体制への移行を予定しております。

以上に述べた事項を事業系統図により示すと次のとおりであります。

【事業系統図】 

 ＜当社＞ 

㈱ ジ ャ パ ン ケ ア サ ー ビ ス 

介護サービス利用者 一般顧客 自治体 社会福祉施設等 医療機関 

＜連結子会社＞ 

中央区佃高齢者介護 

福祉サービス㈱ 

介護施設の運営 

 

＜連結子会社＞ 

㈱ジャパンケア 

クリエイト 

システムの設計販売 

＜当社＞ 

㈱ ジ ャ パ ン ケ ア サ ー ビ ス 

訪 問 介 護 サ ー ビ ス 

訪 問 看 護 サ ー ビ ス 

福 祉 用 具 ・ 販 売 ・ レ ン タ ル 

大 人 用 紙 オ ム ツ 販 売 

ケ ア 付 住 宅 

介 護 付 有 料 老 人 ホ ー ム 

認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 

＜連結子会社＞ 

㈱ ジ ャ パ ン ケ ア フ ー ズ 

食事･食材の提供 

＜連結子会社＞ 

㈱ジャパンケアブレーン 

介護者の派遣･紹介 

 

通 所 介 護 サ ー ビ ス 

教 育 事 業 

居 宅 介 護 支 援 事 業 

居 宅 介 護 支 援 事 業 業 

訪 問 介 護 サ ー ビ ス 

ケ ア プ ラ ザ 

通 所 介 護 サ ー ビ ス 

ケ ア ハ ウ ス 

認知症対応型共同生活介護 

＜連結子会社＞ 

㈱ジャパンケア 

クリエイト 

システムの設計販売 

夜間対応型訪問介護サービス 

＜連結子会社＞ 

㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｹ ｱｻｰﾋ ﾞｽ北海道 

他１２社（承継会社） 

訪問歯科診療支援事業 

小規模多機能型居宅介護 

訪問入浴介護サービス 

  なお、最近の有価証券報告書（平成19年6月29日提出） における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、「関

係会社の状況」の開示を省略
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       （注）当社グループにおける在宅サービスのステーションの地域分布は以下のとおりであります。

 

平成19年3月期 平成20年3月期 

区　　分 合計
構成比
（％）

区　　分 合計
構成比
（％）

ヘル
パース
テー
ション

訪問看
護ス
テー
ション

デイ
サービ
スセン
ター

グルー
プホー
ム

介護付
有料老
人ホー
ム等
 

ヘル
パース
テー
ション

訪問看
護ス
テー
ション

デイ
サービ
スセン
ター

グルー
プホー
ム

介護付
有料老
人ホー
ム等
 

北海道地区 15 3 1 1 3 23 17.0 42 6 5 1 10 64 14.7

東北地区 9 1 4 － － 14 10.3 38 1 8 － 3 50 11.5

関東地区 78 3 7 6 2 96 71.1 237 9 33 6 7 292 67.1

中部地区 1 － － － － 1 0.8 22 2 3 － 1 28 6.5

関西地区 1 － － － － 1 0.8 1 － － － － 1 0.2

 合計 104 7 12 7 5 135 100.0 340 18 49 7 21 435 100.0

※各地区の都道府県区分は以下のとおりであります。

北海道地区：北海道

東北地区　：青森県、秋田県、岩手県、福島県、宮城県、山形県

関東地区　：東京都、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、栃木県、千葉県

中部地区　：愛知県、石川県、岐阜県、静岡県、富山県、長野県、新潟県、福井県、山梨県

関西地区　：大阪府、京都府、和歌山県、奈良県、滋賀県、兵庫県

※介護付有料老人ホーム等は、介護付有料老人ホーム、ケアハウス、小規模多機能、乙部町特別養護老人ホームが含

  まれています。

※ヘルパーステーション区分には訪問介護サービス、夜間対応型訪問介護サービス、訪問入浴が含まれています。 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社グループは、「豊かな高齢社会の建設を目指して」を会社の経営理念として、ハンディキャップをもった

高齢者が自立して在宅で生活出来るよう訪問介護サ－ビス、夜間対応型訪問介護サービス、訪問看護サービスを

中心として介護に関する総合的なサービスの提供を目指しております。 

また、介護に関するサービスを通じ地域社会により密着した安心のできるサービスシステムの構築と、公共的重

要性を常に自覚し、高齢化社会に向かい福祉を通じて企業としての社会的貢献と責任を果たすことを基本方針とし

ております。

(2）目標とする経営指標 

当社は、経営戦略遂行にあたり、景気や介護保険制度の動向に左右されずに収益を確保できる体質の構築を目標

としており、安定した自己資本比率（ROE）を確保するように努力いたします。

(3）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題

平成20年2月における、介護保険サービスの全国受給者総数は、360万人を超え、介護保険の利用者が増えると 

ともに 介護給付費は導入初年度(平成12年度)の3兆2千億円から平成18年度では約6兆3000億円を超え、今後も高齢

化が進むことにより20年後には20兆円を超すであろうと予測されております。この中で最も懸念されているのが、

急増する軽度利用者の取扱いであります。

こうした情勢を背景として、予防重視型システムへの転換、施設給付の見直し、新たなサービス体系の確立、サ

ービスの質の確保・向上、負担のあり方・制度運営の見直しを骨子とする「介護保険法等の一部を改正する法律」

（改正介護保険法）が平成17年6月29日に公布され、平成18年4月から施行されました。改正介護保険法では「介護

予防」の考え方が取り入れられ、要介護度の軽い人向けのサービスがこれまでの介護サービスから「新予防給付」

という予防を重視した新たなサービスに変ることとなりました。サービス基準や介護報酬について大幅な見直しが

行われ、介護ビジネスを展開する事業者にとって大きな転換期を迎えることとなりました。　

 今後も当社グループではこの介護保険制度改正を、当社設立以来長年培ってきた中度・重度者に対する在宅ケア

のノウハウを発揮するチャンスと捉え、全てのステーションにおいて中重度者を対象としたチーム方式によるアセ

スメントの導入および、「定時サービス」と「随時サービス」の組み合わせによるサービスの提供を推進してまい

ります。 

また、利用者を純増させ「夜間対応型訪問介護」のサービス利用を、全ての利用者に拡大いたします。  

「サ－ビスの質」を担保する上で、いままで以上に「社内研修」を強化するとともに、専門社内部門として「人材

開発室」を新たに設置いたしました。　

また、当社が開発した「ナイトケアパトロール」が、「地域密着型サービス」の一つ「夜間対応型訪問介護」

として改正介護保険法において導入されたことにより、このサービスを全国的に普及させ、同サービスの開発者

としての優位性を最大限に活かし、全国に積極的な営業展開を行い収益基盤として育ててまいります。　

今後は、ボリューム増によるスケールメリットを求め、持株会社体制の優位性を十分に生かし、「収益力の

向上」「企業価値の極大化」「株主利益の増大」を図ってまいります。

 

(4）内部管理体制の整備・運用状況

有価証券上場規定第8条の３及び適時開示規則第10条第3項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書

の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参照ください。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※１ 1,356,294 1,339,943 △16,351

２．受取手形及び売掛金 1,424,531 3,813,226 2,388,694

３．たな卸資産 204,268 217,420 13,151

４．繰延税金資産 107,475 144,853 37,377

５．未収入金 583,945 381,845 △202,100

６．その他 60,591 241,306 180,715

貸倒引当金 △48,640 △74,979 △26,339

流動資産合計 3,688,466 43.9 6,063,615 45.7 2,375,148

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1,2 2,190,292 2,809,357

減価償却累計額 △657,310 1,532,981 △797,966 2,011,390 478,408

(2）土地 ※１ 1,155,588 1,155,588 －

(3）その他  62,151 151,354

減価償却累計額 △15,029 47,121 △40,651 110,702 63,581

有形固定資産合計 2,735,691 32.6 3,277,681 24.7 541,989

２．無形固定資産

(1）ソフトウエア 45,610 24,276 △21,333

(2）のれん 108,228 1,636,155 1,527,926

(3）その他 35,153 57,806 22,652

無形固定資産合計 188,993 2.3 1,718,238 13.0 1,529,245

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券  624,164 492,169 △131,995

(2）長期貸付金 4,968 4,592 △376

(3）長期未収入金 533,171 504,683 △28,487

(4）その他 ※１ 620,516 1,206,247 585,730

貸倒引当金 △150 △1,542 △1,392

投資その他の資産合計 1,782,670 21.2 2,206,149 16.6 423,478

固定資産合計 4,707,355 56.1 7,202,069 54.3 2,494,713

資産合計 8,395,822 100.0 13,265,685 100.0 4,869,862
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 95,467 231,271 135,803

２．短期借入金  1,151,430 6,400,000 5,248,570

３．一年以内に返済予定の
長期借入金

※１ 327,688 368,339 40,651

４．未払法人税等 75,625 73,043 △2,581

５．未払金 707,303 1,317,591 610,287

６．その他 155,048 247,085 92,037

流動負債合計 2,512,563 29.9 8,637,331 65.1 6,124,767

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 1,555,254 1,642,315 87,061

２．退職給付引当金  147,883 167,501 19,618

３. 負ののれん　   － 12,067 12,067

４．その他 ※１ 342,826 479,126 136,300

固定負債合計 2,045,963 24.4 2,301,011 17.4 255,047

負債合計 4,558,526 54.3 10,938,342 82.5 6,379,815

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   3,030,859 36.1  3,030,859 22.8 －

２．資本剰余金   683,343 8.1  683,343 5.1 －

３．利益剰余金   153,408 1.8  △1,245,377 △9.3 △1,398,785

４．自己株式   △331 △0.0  △366 △0.0 △35

　　株主資本合計   3,867,279 46.0  2,468,458 18.6 △1,398,821

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  △29,983 △0.3  △141,115 △1.1 △111,131

　　評価・換算差額等合計   △29,983 △0.3  △141,115 △1.1 △111,131

純資産合計   3,837,295 45.7  2,327,342 17.5 △1,509,953

負債純資産合計   8,395,822 100.0  13,265,685 100.0 4,869,862
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 7,830,989 100.0 12,914,154 100.0 5,083,164

Ⅱ　売上原価 6,718,099 85.8 12,133,268 94.0 5,415,168

売上総利益 1,112,890 14.2 780,885 6.0 △332,004

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,399,449 17.9 2,287,540 17.7 888,090

営業利益又は営業損失
(△)

△286,559 △3.7 △1,506,654 △11.7 △1,220,094

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 25,140 22,147

２．受取配当金 6,180 6,246

３．受取地代 5,945 6,759

４．補助金収入 ※２ 651,710 302,714

５．その他 40,402 729,379 9.3 15,066 352,935 2.7 △376,444

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 72,890 128,528

２．その他 19,438 92,329 1.2 21,745 150,273 1.2 57,944

経常利益又は経常損失
(△)

350,490 4.4 △1,303,993 △10.2 △1,654,484

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 7,953 －

２．賞与引当金戻入益 － 7,953 0.1 2,695 2,695 0.0 △5,258

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※５ 962 914

２．減損損失 ※３ 61,775 11,959

３．投資有価証券評価損 71,140 4,154

４．その他 ※４ 1,232 135,111 1.7 13 17,041 △0.0 △118,069

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失(△)

223,333 2.8 △1,318,339 △10.2 △1,541,673

法人税、住民税及び事
業税

58,349   59,040    

過年度法人税等還付金 －   △23,828    

法人税等調整額 31,534 89,884 1.1 △37,377 △2,165 0.0 △92,049

当期純利益又は当期純
損失(△)

133,449 1.7 △1,316,174 △10.2 △1,449,623
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 3,030,859 683,343 86,048 △331 3,799,919

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △66,089  △66,089

当期純利益   133,449  133,449

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 67,360 － 67,360

平成19年３月31日　残高（千円） 3,030,859 683,343 153,408 △331 3,867,279

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 63,106 63,106 3,863,025

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △66,089

当期純利益   133,449

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△93,090 △93,090 △93,090

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△93,090 △93,090 △25,729

平成19年３月31日　残高（千円） △29,983 △29,983 3,837,295

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 3,030,859 683,343 153,408 △331 3,867,279

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △82,611  △82,611

当期純利益   △1,316,174  △1,316,174

自己株式の取得    △35 △35

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

  △1,398,785 △35 △1,398,821

平成20年３月31日　残高（千円） 3,030,859 683,343 △1,245,377 △366 2,468,458

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高（千円） △29,983 △29,983 3,837,295

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △82,611

当期純利益   
△

1,316,174

自己株式の取得    △35

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△111,131 △111,131 △111,131

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△111,131 △111,131
△

1,509,953

平成20年３月31日　残高（千円） △141,115 △141,115 2,327,342
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利
益

223,333 △1,318,339 △1,541,673

減価償却費 166,363 211,210 44,846

のれん償却額 57,234 92,910 35,675

退職給付引当金の増加
額

26,381 21,838 △4,543

貸倒引当金の増減額
（△は減少）

△33,625 27,731 61,357

受取利息及び受取配当
金

△31,321 △28,394 2,926

支払利息 72,890 128,528 55,637

投資有価証券評価損 71,140 4,154 △66,986

投資有価証券売却益 △7,953 － 7,953

固定資産除却損 962 914 △47

減損損失 61,775 11,959 △49,816

補助金収入 △651,710 △302,714 348,996

売上債権の増減額(△
は増加)

△374,733 △2,401,314 △2,026,581

たな卸資産の増加額 △194,651 △13,151 181,500

未収入金の減少額 14,479 △179,908 △194,388

仕入債務の増減額（△
は減少）

56 135,803 135,746

未払金の増加額 366,347 605,538 239,191

その他 51,606 △1,966 △53,572

小計 △181,423 △3,005,200 △2,823,776

利息及び配当金の受取
額

29,402 30,102 699

利息の支払額 △71,272 △138,377 △67,104

補助金の受取額 121,500 713,210 591,710

法人税等の支払額 △81,610 △60,214 21,396

法人税等の還付額 － 23,828 23,828

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△183,404 △2,436,651 △2,253,247
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

拘束性預金の増減額  △108,034 △155,055 △47,021

有形固定資産の取得に
よる支出

△106,790 △69,473 37,316

無形固定資産の取得に
よる支出

△5,016 △15,495 △10,479

投資有価証券の取得に
よる支出

△4,990 － 4,990

事業承継にかかる支出 ※１ － △2,254,000 △2,254,000

有形固定資産の売却に
よる収入

14,363 － △14,363

投資有価証券の売却に
よる収入

7,954 － △7,954

貸付による支出 △5,432 △1,403 4,029

貸付金の回収による収
入

8,815 1,939 △6,876

差入保証金・敷金の支
出

－ △315,993 △315,993

差入保証金・敷金の回
収

－ 18,164 18,164

繰延消費税の支出 － △119,633 △119,633

その他 11,887 1,427 △10,459

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△187,243 △2,909,523 △2,722,279

Ⅲ　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 651,430 5,248,570 4,597,140

長期借入金による収入 － 500,000 500,000

長期借入金の返済によ
る支出

△604,195 △372,288 231,907

自己株式の取得による
支出

－ △35 △35

配当金の支払額 △65,678 △81,880 △16,204

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△18,443 5,294,366 5,312,809

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額

△389,091 △51,809 337,282

Ⅴ　現金及び現金同等物期首
残高

1,720,391 1,331,300 △389,091

Ⅵ　現金及び現金同等物期末
残高

※２ 1,331,300 1,279,491 △51,809
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

株式会社ジャパンケアフーズ

株式会社ジャパンケアブレーン

株式会社ジャパンケアフレンズ

中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会

社　　　　　　　　

株式会社ジャパンケアクリエイト 

株式会社ジャパンケアクリエイトは平成

18年４月３日より事業を開始したため、同

日から連結の範囲に含めております。 

連結子会社の数　17社

連結子会社の名称

株式会社ジャパンケアフーズ

株式会社ジャパンケアブレーン

中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会

社　　　　　　　　

株式会社ジャパンケアクリエイト 

株式会社ジャパンケアサービス北海道

株式会社ジャパンケアサービス岩手

株式会社ジャパンケアサービス秋田

株式会社ジャパンケアサービス山形 

株式会社ジャパンケアサービス福島 

株式会社ジャパンケアサービス栃木 

株式会社ジャパンケアサービス埼玉 

株式会社ジャパンケアサービス千葉 

株式会社ジャパンケアサービス東京 

株式会社ジャパンケアサービス神奈川 

株式会社ジャパンケアサービス新潟 

株式会社ジャパンケアサービス石川 

株式会社ジャパンケアサービス福井

上記の13社（承継会社）は、平成19年９

月10日付、株式会社コムスンと分割契約を

締結しており、同日から連結の範囲に含め

ております。事業開始（効力発生日）につ

いては平成19年11月１日になります。

  なお、前連結会計年度において連結子会

社でありました株式会社ジャパンケアフレ

ンズは清算したため連結範囲から除いてお

ります。 
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

２．会計処理基準に関する事

項

のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っております。

のれんの償却については、５年から20年

間の定額法により償却を行っております。

  ―――――― （会計方針の変更）

  当社及び連結子会社は法人税法の改正に

伴い、当連結会計年度より平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益に与える影響額は軽微

であります。 

（追加情報）

  当社及び連結子会社は法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益に与える影響額は軽微

であります。 
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

（資産の部）

　前連結会計年度において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「未収入金」（前連結会計年度

36,851千円）については、当連結会計年度において、資

産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　前連結会計年度において無形固定資産の「その他」に

含めて表示しておりました「営業権」（前連結会計年度

165,463千円）については、当連結会計年度より「のれ

ん」として区分掲記しました。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「減価償却費」に含めて表示しておりました

「営業権償却額」（前連結会計年度57,234千円）につい

ては、当連結会計年度より「のれん償却額」として区分

掲記しました。

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「未収

入金の増減額」（前連結会計年度△465千円）について

は、金額的重要性が増したため当連結会計年度より「未

収入金の減少額」として区分掲記しました。

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「未払

金の増減額」（前連結会計年度△35,886千円）について

は、金額的重要性が増したため当連結会計年度より「未

払金の増加額」として区分掲記しました。

　　　　　　　　　　――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．担保資産 ※１．担保資産

（1）担保に供している資産 （1）担保に供している資産

預金 24,994 千円

建物 1,356,556 千円

土地 1,119,841 千円

構築物 4,204 千円

その他（投資その他の

資産）
94,080 千円

計 2,599,676 千円

預金 60,451 千円

建物 1,315,051 千円

土地 1,119,841 千円

構築物 4,053 千円

その他（投資その他の

資産）
213,678 千円

計 2,713,075 千円

（2）担保資産に対する債務 （2）担保資産に対する債務

一年以内に返済予定の

長期借入金
246,700 千円

長期借入金 1,374,206 千円

その他（固定負債） 94,080 千円

計 1,714,986 千円

一年以内に返済予定の

長期借入金
211,351 千円

長期借入金 1,118,255 千円

その他（固定負債） 213,678 千円

計 1,543,284 千円

※２．圧縮記帳 ※２．圧縮記帳

過年度において国庫等補助金の受入により取得した

建物について、97,610千円の圧縮記帳をしております。

同左
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給与手当 284,249 千円

リース料 158,625 千円

租税公課 179,346 千円

貸倒引当金繰入額 24,594 千円

退職給付費用 6,286 千円

従業員給与手当 590,754 千円

委託管理料 231,053 千円

租税公課 263,564 千円

貸倒引当金繰入額 27,896 千円

退職給付費用 7,481 千円

※２．補助金収入の内容は夜間対応型訪問介護に係る自治

体からの補助金であります。

※２．同左

※３. 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

 (単位：千円）

場　　所 用　途 種　類 減損損失 

 東京都江戸川区 GH事業
建物及び

構築物
26,481

 千葉県柏市 GH事業
建物及び

構築物
1,447

 千葉県柏市 GH事業 リース資産 23,361

 宮城県柴田郡 デイ事業
建物及び

構築物
2,584

 宮城県柴田郡 デイ事業  器具備品 255

 宮城県柴田郡 デイ事業 リース資産 7,645

     

     当社グループは、地域別及び管理会計上の事業別に

   資産のグルーピングを行っております。当連結会計年

   度において、グループホーム事業(GH事業)及び通所介

   護事業(デイ事業)の営業活動から生ずる損益が継続し

   てマイナスである資産グループの帳簿価額を回収可能

   価額まで減額し、当該減少額を減損損失(61,775千円)

   として特別損失に計上いたしました。減損損失の内訳

   は、建物及び構築物30,513千円、器具備品255千円、

   リース資産31,006千円であります。

   回収可能価額は使用価値により算定しておりますが、

   当該資産グループについては将来キャッシュ・フロー

   に基づく使用価値がマイナスであるため回収可能価額

   はないものとして減損損失を認識しております。

※３. 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

 (単位：千円）

場　　所 用　途 種　類 減損損失 

 東京都江戸川区 GH事業
建物及び

構築物
200

 東京都豊島区 教育事業 のれん 11,759

 

     当社グループは、地域別及び管理会計上の事業別に

   資産のグルーピングを行っております。当連結会計

   年度において、グループホーム事業(GH事業)及び教

   育事業の営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

   スのため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額ま

   で減額し、当該減少額を減損損失(11,959千円)とし

   て特別損失に計上いたしました。

   減損損失の内訳は、建物及び構築物200千円、のれん

   11,759千円であります。回収可能価額は使用価値に

   より算定しておりますが、当該資産グループについ

   ては将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマ

   イナスであるため回収可能価額はないものとして減

   損損失を認識しております。

※４．特別損失における「その他」の内容は次のとおりで

あります。

※４．　　　　　　　　――――――

固定資産売却損  (建物及び構築物) 649  千円

リース解約損  582  千円

計  1,232  千円
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※５．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  ※５．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 建物及び構築物 287  千円

器具備品 638  千円

 車両運搬具 36  千円

 計 962  千円

 建物及び構築物 391  千円

器具備品 523  千円

 計 914  千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 8,262,000 ─ ─ 8,262,000

合計 8,262,000 ─ ─ 8,262,000

自己株式

普通株式 838  ─ ─ 838

合計 838  ─  ─ 838

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 66,089 8 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月５日

臨時取締役会
普通株式 82,611  利益剰余金 10 平成19年３月31日 平成19年６月14日
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 8,262,000 ─ ─ 8,262,000

合計 8,262,000 ─ ─ 8,262,000

自己株式

普通株式 838 142 ─ 980

合計 838 142 ─ 980

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月５日

臨時取締役会
普通株式 82,611 10 平成19年３月31日 平成19年６月14日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月２日

臨時取締役会
普通株式 41,305  利益剰余金 5 平成20年３月31日 平成20年６月12日

㈱ジャパンケアサービス（7566）平成 20 年３月期決算短信

－ 22 －



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,356,294

預入期間が３か月を超える定期預

金及び拘束性預金
△24,994

現金及び現金同等物 1,331,300

（千円）

現金及び預金勘定 1,339,943

預入期間が３か月を超える定期預

金及び拘束性預金
△60,451

現金及び現金同等物 1,279,491

※２．　　　　　　　―――――― ※２．事業承継により増加した資産及び負債の主な内訳

株式会社コムスンからの事業承継に伴い取得した資

産及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産 214,712 千円

固定資産（除くのれん） 720,265 千円

のれん 1,632,596 千円

流動負債 △300,633 千円

固定負債 △12,940 千円

事業承継価格 2,254,000 千円

事業承継にかかる支出 2,254,000 千円

連結財務諸表に関する注記事項

（開示の省略） 

 リース取引関係、関連当事者との取引、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション

等関係、税効果会計関係、企業結合等に関する注記事項については、決算発表時における開示の必要性が大きくないと考

えられるため開示を省略しております。

なお、当該注記事項に関しては、平成20年６月30日提出予定の有価証券報告書に記載しており、「証券取引法に基づく

有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧いただくことができます。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

ホームケア事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
7,498,711 332,277 7,830,989 ─ 7,830,989

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ 448,220 448,220 △448,220 ─

計 7,498,711 780,497 8,279,209 △448,220 7,830,989

営業費用 7,431,519 763,864 8,195,384 △77,835 8,117,549

営業利益又は営業損失

（△）
67,191 16,633 83,825 △370,384 △286,559

Ⅱ．資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出

資産 5,957,601 128,423 6,086,024 2,309,798 8,395,822

減価償却費 167,281 20,458 187,740 35,858 223,598

減損損失 61,775 ─ 61,775  ─ 61,775

資本的支出 114,741 781 115,523 280 115,803

（注）１．事業区分は、事業の種類、性質類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な業務・商品

事　業　区　分 主　要　な　業　務・商　品

ホームケア事業

訪問介護訪問看護サービス等による人的役務提供による収入、

福祉用具の販売、大人用紙オムツの販売、レンタルサービス、

高齢者向住宅リフォーム、ケア付住宅家賃、有料老人ホーム

収入等、夜間対応型訪問介護事業に関するシステム機器の販

売、夜間対応型訪問介護事業に関するシステム機器の使用権

収入

その他の事業
ソフトウエア販売、高齢者向住宅以外の建設工事、人材派遣

事業、ＦＣ事業、教育事業、飲食業等

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は2,384,003千円であり、その主なものは、当社での余資

運用資金（現金及び定期預金等）及び管理部門に係る資産であります。

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は375,834千円であり、その主なものは当社

の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

ホームケア事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
11,826,730 1,087,424 12,914,154  ─ 12,914,154

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
919 290,849 291,768 △291,768  ─

計 11,827,649 1,378,274 13,205,923 △291,768 12,914,154

営業費用 13,795,276 603,545 14,398,821 21,986 14,420,808

営業利益又は営業損失

（△）
△1,967,627 774,728 △1,192,898 △313,755 △1,506,654

Ⅱ．資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出

資産 11,771,181 154,462 11,925,643 1,340,041 13,265,685

減価償却費 264,863 57,735 322,598 3,836 326,434

減損損失 200 11,759 11,959 ─ 11,959

資本的支出 2,423,357 5,558 2,428,915 1,765 2,430,680

（注）１．事業区分は、事業の種類、性質類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な業務・商品

事　業　区　分 主　要　な　業　務・商　品

ホームケア事業

訪問介護訪問看護サービス等による人的役務提供による収入、

福祉用具の販売、大人用紙オムツの販売、レンタルサービス、

高齢者向住宅リフォーム、ケア付住宅家賃、有料老人ホーム

収入等、夜間対応型訪問介護事業に関するシステム機器の販

売、夜間対応型訪問介護事業に関するシステム機器の使用権

収入

その他の事業

ソフトウエア販売、高齢者向住宅以外の建設工事、人材派遣

事業、ＦＣ事業、教育事業、飲食業等、商標等を含む知的財

産使用権収入、知的財産継続使用料

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は1,393,224千円であり、その主なものは、当社での余資

運用資金（現金及び定期預金等）及び管理部門に係る資産であります。

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は324,457千円であり、その主なものは当社

の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）および当連結会計年度（自　平成19年４月

１日　至　平成20年３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および在外支店がないた

め、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）および当連結会計年度（自　平成19年４月

１日　至　平成20年３月31日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 464.50 円

１株当たり当期純利益金額 16.15 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

１株当たり純資産額 281.73 円

１株当たり当期純利益金額 △159.32 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 133,449 △1,316,174

普通株主に帰属しない金額(千円) －  －

普通株式に係る当期純利益(千円) 133,449 △1,316,174

期中平均株式数(千株) 8,261 8,261

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額(千円） － －

普通株式増加数（千株） － －

（うち、新株予約権（千株）） （－） （－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株予約権の

数575個）。

新株予約権２種類（新株予約権の

数127個）。
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（重要な後発事象）

（1）子会社の異動（取得）

　当社グループは、昨年11月1日付の株式会社コムスンの会社分割による事業承継に伴い、「コンプライアンスの

徹底」「サービスの質の向上」を図ることを最優先事項として取組んでまいりました。

　さらにこの取組みの強化を考え、介護事業者のコンプライアンスを含めたマネージメントサービスのトップ企

業である株式会社クロス・ロードと平成20年2月1日より業務提携を行い、コンプライアンスと人材育成の強化、

組織体制構築の実現について、両社の保有する経営資産とノウハウの共有化を進めてまいりました。

　業務提携以降、２ヶ月が経過した段階で、サービスの質の向上により、利用者は増加し、着実にその成果がプ

ラスとなって出ていますが、さらに、この最優先事項を早期に実現するために同社を平成20年４月３日付で子会

社化致しました。

　さらに、コンプライアンスおよびサービスの質の向上を図ることにより、利用者に支持され、当社グループの

収益力向上に繋がるものと確信しております。

①異動する子会社の概要（平成20年3月31日現在）

商号 株式会社クロス・ロード

代表者 代表取締役社長　馬袋　秀男 

本店所在地 東京都杉並区成田東4-38-19 

設立年月日 平成8年6月25日 

主な事業の内容 在宅ケア関連サービス等 

事業年度の末日 3月31日 

従業員数 128名 

主な事業所 東京都杉並区成田東4-38-19

資本金の額 60百万円 

発行済株式総数 3,480株 

大株主構成（所有割合） BridgePointInternational,LLC(98.0%) 

②取得株式数数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

・異動前の所有株式　　　0株（所有割合0％）（議決権の数0個）

・取得株式数　　　　　2,784株（取得価額139,200,000円）

（議決権の数2,784個） 

・異動後の所有株式数　2,784株（所有割合80％）

（議決権の数2,784個） 

③取得の時期

・平成20年4月3日　取締役会決議　株式譲渡契約締結

・平成20年4月3日　株式譲受日

④支払資金の調達及び支払方法

・通常の運転資金による支払
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（2）会社分割による持株会社体制への移行および子会社設立

①持株会社体制への移行の目的 

　当社グループは、「豊かな高齢社会の建設を目指して」を会社の経営理念として、ハンディキャップをもった

高齢者が、自立して在宅で生活できるよう「訪問介護サービス」「夜間対応型訪問介護サービス」等を中心とし

て、介護に関する総合的なサービスの提供を行ってきました。

　また昨年11月1日付の株式会社コムスンの会社分割による事業承継に伴い、当社グループは、13都道県の「在

宅系サービス事業」を承継し、承継移行法人の中で、最大規模の事業所と利用者を引き受けることとなり、当社

グループは、新たに13社が子会社として連結グループに加わり、連結業績規模は従来の２倍以上に増加いたしま

した。

　当社グループとしては、このことを踏まえ「コンプライアンスの徹底」「サービスの質の向上」について、い

ままで以上に強化するための努力を行ってまいりました。

　しかしながら、承継時以降、該当子会社に利用者の減少による業績悪化が生じておりますので、13承継法人の

業績を事業承継時の水準に回復させ、収益力を増大することも、課題となっております。

今回このような状況の中、ジャパンケアサービスグループ全体の中で、事業部門と管理・戦略部門を明確に分離

して、経営の効率化を図り、収益を大幅に増加させるためには、持株会社体制へ移行することがより良い方法で

あるとの結論に達しました。

　管理・経営戦略部門に特化・専念する持株会社と事業を行う子会社との分離が行われることにより、「収益力

の向上」「企業価値の極大化」「株主利益の増大」に繋がるものと確信しております。

②子会社（分割準備会社）について 

　当社を分割会社とし、当社の完全子会社である「株式会社ジャパンケアサービスグループ」を分割準備会社

（以下、当該会社を「分割準備会社」という。）として設立し、この分割準備会社を、分割期日をもって事業承

継会社とする分社型吸収分割（物的分割）であります。なお、分割準備会社は、持株会社設立と同時に「株式会

社ジャパンケアサービス」に商号を変更する予定であります。

当社の実施する介護サービスについては、法令上の許可・指定が必要であるとともに、介護サービスの中断はお

客様の健康や生活環境を損なう可能性があることから、あらかじめ分割準備会社において、各種許認可および受

入れ体制を整備し、分割期日から円滑に事業活動を開始できることを重視して当該分割方式を採用いたしました。

③分割の日程

平成20年4月 7日　分割準備会社（株式会社ジャパンケアサービスグループ）の設立

平成20年5月16日  当社における分割契約承認取締役会

平成20年5月16日  当社および分割準備会社による分割契約締結

平成20年6月27日  当社および分割準備会社における分割契約承認定時株主総会(予定)

平成20年8月 1日  分割期日（効力発生日）(予定)

平成20年8月 4日　分割登記(予定)　

商号 株式会社ジャパンケアサービスグループ

主な事業の内容 介護サービス事業

設立年月日 平成20年4月7日

本店所在地 東京都豊島区北大塚一丁目

代表者 徳山　幸善

資本金の額 1円

発行済株式総数 1株 

純資産 1円（平成20年4月7日設立時）

総資産 1円（平成20年4月7日設立時）

事業年度末日 3月31日

従業員数 0名

大株主および持株比率 当社100％（平成20年3月31日） 

主要取引銀行 ―
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④業績に与える影響

本件会社分割の効力発生日は平成20年8月１日を予定しており、平成21年3月期の業績に与える影響は軽微であり

ます。

また、会社分割後の業績につきまして、分割承継会社は本件分割の後も当社の100％子会社でありますので、今

後の連結経営成績および連結財政状態に与える影響は軽微であります。また、当社単体の業績につきましては、

本件分割後の当社収入は子会社からの経営指導料および配当収入等が主となり、費用は持株会社としての機能に

関するものが中心となります。

（3）連結子会社の合併

 ①合併の目的

　当社グループは、平成19年11月に株式会社コムスンから、営業基盤の確保・拡大を図るために、承継13法人

を承継いたしました。

　同社の承継に係わる「事業移行計画」に基づき、47都道府県ごとに事業会社として分割設立した47法人の内

13法人について当社グループが、承継・子会社化したものであります。

　しかしながら、13法人を個別に運営することによる、管理運営上の非効率性、「サービスの質」の維持・管

理、指揮・命令系統の不統一等の問題が露呈してまいりました。

　承継13法人の合併を実現することにより、管理運営上の非効率性等の問題を解決するとともに、コンプライ

アンス、内部統制上も当社グループの１法人として迅速に対応できるとともに、機動的かつ効率的な経営体制

の構築が可能となり、結果として、当社グループの収益力の向上に繋がるものと考えます。

 ②合併の要旨

 ・合併の決議

平成20年4月16日、当社の連結子会社である株式会社ジャパンケアサービス東日本、株式会社ジャパンケア

サービス北海道、株式会社ジャパンケアサービス岩手、株式会社ジャパンケアサービス秋田、株式会社ジャ

パンケアサービス山形、株式会社ジャパンケアサービス福島、株式会社ジャパンケアサービス栃木、株式会

社ジャパンケアサービス埼玉、株式会社ジャパンケアサービス千葉、株式会社ジャパンケアサービス神奈川、

株式会社ジャパンケアサービス新潟、株式会社ジャパンケアサービス石川、株式会社ジャパンケアサービス

福井（すべて当社100%子会社）の株主総会におきまして、合併を決議いたしました。

当社は、同日、臨時取締役会におきまして、この合併を決議しました。

 ・合併期日

 平成20年7月１日

・合併方式 

株式会社ジャパンケアサービス東日本（旧　株式会社ジャパンケアサービス東京）を存続会社とする吸収合

併とし同社を除く12法人は、解散いたします。

・合併比率

当社は、承継13法人の全株式を保有しているため、合併比率の取り決めはありません。

また、本合併に伴う新株式の発行、資本金の増加および合併交付金の支払いはありません。 

・承継13社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。

・会計処理の概要 

企業結合会計上の共通支配下における取引に該当し、のれんは発生しません。 
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③合併当事会社の概要 

 合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス東日本 株式会社ジャパンケアサービス北海道 

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都豊島区北大塚一丁目13番15号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　馬袋 秀男 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期）  1,858,918(千円)  698,334(千円)

当期純利益（平成20年3月期）   △364,704(千円)  △55,398(千円)

純資産（平成20年3月期）   △364,704(千円)  △55,398(千円)

総資産（平成20年3月期）     2,053,075(千円)  899,551(千円)

資本金（平成20年3月31日） 5千万円(※) 1円

発行済株式総数（平成20年3月

31日） 
1,000株(※) 1株

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 1,561名 562名 

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 ― 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

※．資本金及び発行済株式総数は、平成20年4月3日現在であります。
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 被合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス岩手 株式会社ジャパンケアサービス秋田

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都豊島区北大塚一丁目13番15号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　馬袋 秀男 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期）  114,665(千円)  87,552(千円)

当期純利益（平成20年3月期）    △12,099(千円)  △1,329(千円)

純資産（平成20年3月期）   △12,099(千円)  △1,329(千円)

総資産（平成20年3月期）    116,841(千円)  94,979(千円)

資本金（平成20年3月31日） 1円 1円 

発行済株式総数（平成20年3月

31日） 
1,000株 1株 

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 112名 83名 

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

 被合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス山形 株式会社ジャパンケアサービス福島

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都豊島区北大塚一丁目13番15号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　馬袋 秀男 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期）  190,049(千円)  128,742(千円)

当期純利益（平成20年3月期）   △21,564(千円)  △26,548(千円)

純資産（平成20年3月期）   △21,564(千円)  △26,548(千円)

総資産（平成20年3月期）    207,584(千円)  143,986(千円)

資本金（平成20年3月31日） 1円 1円 

発行済株式総数（平成20年3月

31日） 
1,000株 1株 

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 162名 148名 

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。
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 被合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス栃木 株式会社ジャパンケアサービス埼玉

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都豊島区北大塚一丁目13番15号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　馬袋 秀男 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期）  175,450(千円)  667,949(千円)

当期純利益（平成20年3月期）   △39,293(千円)   △77,837(千円)

純資産（平成20年3月期）   △39,293(千円)  △77,837(千円)

総資産（平成20年3月期）    195,877(千円)  833,107(千円)

資本金 1円 1円 

発行済株式総数 1,000株 1株 

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 161名 660名 

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

 被合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス千葉 株式会社ジャパンケアサービス神奈川

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都豊島区北大塚一丁目13番15号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　馬袋 秀男 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期）  616,966(千円)  587,103(千円)

当期純利益（平成20年3月期）   △97,439(千円)  △86,852(千円)

純資産（平成20年3月期）   △97,439(千円)  △86,852(千円)

総資産（平成20年3月期）    829,603(千円)  800,331(千円)

資本金（平成20年3月31日） 1円 1円 

発行済株式総数（平成20年3月

31日） 
1,000株 1株 

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 688名 574名 

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。
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 被合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス新潟 株式会社ジャパンケアサービス石川

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都豊島区北大塚一丁目13番15号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　馬袋 秀男 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期）  255,484(千円)  80,317(千円)

当期純利益（平成20年3月期）   △26,568(千円)  △24,033(千円)

純資産（平成20年3月期）   △26,568(千円)  △24,033(千円)

総資産（平成20年3月期）    287,374(千円)  103,563(千円)

資本金 1円 1円 

発行済株式総数 1,000株 1株 

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 206名 79名

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス福井

事業内容 介護サービス事業 

設立年月日 平成19年8月31日

本店所在地 東東京都港区六本木六丁目10番１号

代表者 代表取締役社長　馬袋 秀男 

売上高（平成20年3月期）  67,256(千円) 

当期純利益（平成20年3月期）   △4,029(千円)

純資産（平成20年3月期）   △4,029(千円)

総資産（平成20年3月期）    79,792(千円)

資本金（平成20年3月31日） 1円 

発行済株式総数（平成20年3月

31日） 
1株 

事業年度の末日 3月31日 

従業員数 72名

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,141,919 656,736 △485,183

２. 受取手形 － 2,386 2,386

３．売掛金 1,312,926 1,285,992 △26,934

４．商品 550 3,642 3,092

５．貯蔵品 198,757 212,073 13,315

６．前払費用 50,212 66,211 15,998

７．短期貸付金  155,350 5,535,096 5,379,746

８．繰延税金資産 107,475 144,853 37,377

９．未収入金 535,301 453,471 △81,830

10．立替金 2,991 540,279 537,288

11．その他 1,997 43,103 41,106

　　貸倒引当金 △48,014 △61,278 △13,264

流動資産合計 3,459,469 44.1 8,882,569 67.7 5,423,099

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物  2,168,946 2,200,680

減価償却累計額 △641,186 1,527,760 △724,421 1,476,258 △51,502

２．構築物  20,156 21,081

減価償却累計額 △15,894 4,261 △16,984 4,097 △164

３．車両運搬具 1,834 1,834

減価償却累計額 △1,599 234 △1,671 162 △72

４．器具備品 58,608 79,051

減価償却累計額 △12,604 46,004 △23,697 55,353 9,349

５．土地  1,155,588 1,155,588 －

有形固定資産合計 2,733,849 34.9 2,691,460 20.5 △42,388

(2）無形固定資産

１．のれん 31,759 35,234 3,475

２．商標権 23,345 11,443 △11,902

３．ソフトウエア 44,746 22,430 △22,316

４．その他 11,767 11,807 40

無形固定資産合計 111,619 1.4 80,916 0.6 △30,703
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

増減
（千円）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 624,164 492,169 △131,995

２．関係会社株式  284,045 83,345 △200,699

３．出資金 0 0 0

４．長期貸付金 4,968 154,592 149,623

５．破産更生債権等 211 184 △26

６．長期前払費用 6,106 7,158 1,052

７．保証金 200,957 207,997 7,040

８．保険積立金 208,777 208,777 －

９．長期性預金  184,080 303,678 119,598

10．その他 18,728 11,751 △6,976

投資その他の資産合計 1,532,038 19.6 1,469,654 11.2 △62,384

固定資産合計 4,377,507 55.9 4,242,031 32.3 △135,475

資産合計 7,836,976 100.0 13,124,600 100.0 5,287,624

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 56,061 145,108 89,046

２. 短期借入金  1,151,430 6,400,000 5,248,570

３．１年以内に返済予定の
長期借入金

 296,325 336,976 40,651

４．未払金 674,906 456,552 △218,354

５．未払費用 978 3,357 2,379

６．未払法人税等 72,540 64,379 △8,160

７．未払消費税等 19,072 33,068 13,996

８．前受金 36,861 34,880 △1,981

９．預り金 59,805 31,022 △28,783

10．前受収益 0 － －

11．その他 768 954 185

流動負債合計 2,368,748 30.2 7,506,299 57.2 5,137,550
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金  1,027,980 1,146,404 118,424

２. 退職給付引当金 140,675 167,383 26,707

３．長期預り金  293,655 430,047 136,392

４．その他 49,171 37,575 △11,595

固定負債合計 1,511,482 19.3 1,781,410 13.6 269,928

負債合計 3,880,231 49.5 9,287,709 70.8 5,407,478

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   3,030,859 38.7  3,030,859 23.1 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  683,343   683,343   －

資本剰余金合計   683,343 8.7  683,343 5.2 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  14,754   23,016   8,261

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  258,103   241,154   △16,948

利益剰余金合計   272,857 3.5  264,170 2.0 △8,687

４．自己株式   △331 △0.0  △366 △0.0 △35

株主資本合計   3,986,729 50.9  3,978,006 30.3 △8,723

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  △29,983 △0.4  △141,115 △1.1 △111,131

評価・換算差額等合計   △29,983 △0.4  △141,115 △1.1 △111,131

純資産合計   3,956,745 50.5  3,836,891 29.2 △119,854

負債純資産合計   7,836,976 100.0  13,124,600 100.0 5,287,624
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
（％）

金額(千円)
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１．介護収入 6,077,926 5,462,531

２．商品売上高 367,282 631,571

３．教育事業売上 65,449 39,498

４．その他売上高 281,443 6,792,102 100.0 1,177,342 7,310,944 100.0 518,842

Ⅱ　売上原価

１．介護原価 5,418,775 5,464,726

２．商品期首たな卸高 136 3,487

３．当期商品仕入高 259,697 506,465

合計 259,834 509,952

４．他勘定振替高  4,169 6,310

５．商品期末たな卸高 192 3,285

６．商品売上原価 255,472 500,357

７．教育事業原価 74,013 64,264

８．その他売上原価 152,819 5,901,081 86.9 160,640 6,189,989 84.7 288,907

売上総利益 891,020 13.1 1,120,955 15.3 229,934

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．発送費 5 498

２．広告宣伝費 13,519 119,176

３．役員報酬 83,302 30,833

４．給料手当 258,810 298,283

５．賞与 8,397 －

６．退職給付費用 6,286 6,909

７．法定福利費 37,035 41,569

８．地代家賃 47,175 58,999

９．旅費交通費 23,927 25,611

10．車両費 7,756 7,567

11．リース料 140,379 106,148

12．租税公課 177,791 160,862

13．手数料 52,834 53,949

14．委託管理料 77,668 88,773

15. 減価償却費 17,323 15,428
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
（％）

金額(千円)
百分比
（％）

増減
（千円）

16．ソフトウエア償却費 68,224 36,057

17．貸倒引当金繰入額 24,628 13,129

18．その他 149,847 1,194,914 17.6 211,063 1,274,863 17.4 79,949

営業利益又は営業損失
(△)

△303,893 △4.5 △153,908 △2.1 149,985

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 3,598 46,991

２．受取配当金 6,180 6,246

３．受取地代 9,545 7,959

４．補助金収入  651,710 272,714

５．その他 31,905 702,939 10.3 20,198 354,110 4.8 △348,829

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 50,966 98,655

２．その他 6,209 57,175 0.8 21,504 120,160 1.6 62,985

経常利益 341,870 5.0 80,040 1.1 △261,829

Ⅵ　特別利益

  １. 投資有価証券売却益 7,953   －    

  ２. 賞与引当金戻入益 － 7,953 0.1 584 584 0.0 △7,369

Ⅶ　特別損失

１．減損損失  61,775 11,959

２．固定資産除却損  962 282

３．投資有価証券評価損 71,140 4,154

４．関係会社株式評価損 23,982 －

５．その他  1,232 159,093 2.3 1,510 17,906 0.2 △141,187

税引前当期純利益  190,730 2.8  62,718 0.9 △128,011

法人税、住民税及び事
業税

55,000   50,000    

過年度法人税等還付
金 

－   △23,828    

法人税等調整額 31,534 86,534 1.3 △37,377 △11,205 △0.1 △97,739

当期純利益 104,196 1.5 73,924 1.0 △30,271
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 

資本剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益

準備金

その他利益
剰余金 

利益
剰余金
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,030,859 683,343 683,343 8,146 226,605 234,751 △331 3,948,622

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △66,089 △66,089  △66,089

利益準備金の積立額

（注）
   6,608 △6,608 －  －

当期純利益     104,196 104,196  104,196

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

       －

事業年度中の変動額合計　

　　　　（千円）
－ － － 6,608 31,497 38,106 － 38,106

平成19年3月31日　残高

　　　　　　 　 (千円）
3,030,859 683,343 683,343 14,754 258,103 272,857 △331 3,986,729

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

63,106 63,106 4,011,728

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △66,089

利益準備金の積立額（注）   －

当期純利益   104,196

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△93,090 △93,090 △93,090

事業年度中の変動額合計
（千円）

△93,090 △93,090 △54,983

平成19年３月31日　残高
（千円）

△29,983 △29,983 3,956,745

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金 

資本剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益

準備金

その他利益
剰余金 

利益
剰余金
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
3,030,859 683,343 683,343 14,754 258,103 272,857 △331 3,986,729

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △82,611 △82,611  △82,611

利益準備金の積立額    8,261 △8,261 －  －

当期純利益     73,924 73,924  73,924

自己株式の取得       △35 △35

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

       －

事業年度中の変動額合計　

　　　　（千円）
－ － － 8,261 △16,948 △8,687 △35 △8,723

平成20年3月31日　残高

　　　　　　 　 (千円）
3,030,859 683,343 683,343 23,016 241,154 264,170 △366 3,978,006

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

△29,983 △29,983 3,956,745

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △82,611

利益準備金の積立額   －

当期純利益   73,924

自己株式の取得   △35

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△111,131 △111,131 △111,131

事業年度中の変動額合計
（千円）

△111,131 △111,131 △119,854

平成20年３月31日　残高
（千円）

△141,115 △141,115 3,836,891
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注記事項

（重要な後発事象）

（1）子会社の異動（取得）

  当社グループは、昨年11月1日付の株式会社コムスンの会社分割による事業承継に伴い、「コンプライアンスの

徹底」「サービスの質の向上」を図ることを最優先事項として取組んでまいりました。

　さらにこの取組みの強化を考え、介護事業者のコンプライアンスを含めたマネージメントサービスのトップ企業

である株式会社クロス・ロードと平成20年2月1日より業務提携を行い、コンプライアンスと人材育成の強化、組織

体制構築の実現について、両社の保有する経営資産とノウハウの共有化を進めてまいりました。

　業務提携以降、２ヶ月が経過した段階で、サービスの質の向上により、利用者は増加し、着実にその成果がプラ

スとなって出ていますが、さらに、この最優先事項を早期に実現するために同社を平成20年４月３日付で子会社化

致しました。

　さらに、コンプライアンスおよびサービスの質の向上を図ることにより、利用者に支持され、当社グループの収

益力向上に繋がるものと確信しております。

 ①異動する子会社の概要（平成20年3月31日現在） 

商号 株式会社クロス・ロード

代表者 代表取締役社長　馬袋　秀男 

本店所在地 東京都杉並区成田東4-38-19 

設立年月日 平成8年6月25日 

主な事業の内容 在宅ケア関連サービス等 

事業年度の末日 3月31日 

従業員数 128名 

主な事業所 東京都杉並区成田東4-38-19

資本金の額 60百万円 

発行済株式総数 3,480株 

大株主構成（所有割合） BridgePointInternational,LLC(98.0%) 

②取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

・異動前の所有株式数 　　0株（所有割合0％）（議決権の数0個） 

・取得株式数　　　　　2,784株（取得価額139,200,000円）

（議決権の数2,784個） 

・異動後の所有株式数　2,784株（所有割合80％）

（議決権の数2,784個） 

③取得の時期

・平成20年4月3日　取締役会決議　株式譲渡契約締結 

・平成20年4月3日　株式譲受日  

④支払資金の調達及び支払方法

・通常の運転資金による支払
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(2）会社分割による持株会社体制への移行および子会社設立

①持株会社体制への移行の目的

　当社グループは、「豊かな高齢社会の建設を目指して」を会社の経営理念として、ハンディキャップをもった

高齢者が、自立して在宅で生活できるよう「訪問介護サービス」「夜間対応型訪問介護サービス」等を中心とし

て、介護に関する総合的なサービスの提供を行ってきました。

　また昨年11月1日付の株式会社コムスンの会社分割による事業承継に伴い、当社グループは、13都道県の「在宅

系サービス事業」を承継し、承継移行法人の中で、最大規模の事業所と利用者を引き受けることとなり、当社グ

ループは、新たに13社が子会社として連結グループに加わり、連結業績規模は従来の２倍以上に増加いたしまし

た。

　当社グループとしては、このことを踏まえ「コンプライアンスの徹底」「サービスの質の向上」について、い

ままで以上に強化するための努力を行ってまいりました。

　しかしながら、承継時以降、該当子会社に利用者の減少による業績悪化が生じておりますので、13承継法人の

業績を事業承継時の水準に回復させ、収益力を増大することも、課題となっております。

今回このような状況の中、ジャパンケアサービスグループ全体の中で、事業部門と管理・戦略部門を明確に分離

して、経営の効率化を図り、収益を大幅に増加させるためには、持株会社体制へ移行することがより良い方法で

あるとの結論に達しました。

　管理・経営戦略部門に特化・専念する持株会社と事業を行う子会社との分離が行われることにより、「収益力

の向上」「企業価値の極大化」「株主利益の増大」に繋がるものと確信しております。

 ②子会社（分割準備会社）について

　当社を分割会社とし、当社の完全子会社である「株式会社ジャパンケアサービスグループ」を分割準備会社

（以下、当該会社を「分割準備会社」という。）として設立し、この分割準備会社を、分割期日をもって事業承

継会社とする分社型吸収分割（物的分割）であります。なお、分割準備会社は、持株会社設立と同時に「株式会

社ジャパンケアサービス」に商号を変更する予定であります。

当社の実施する介護サービスについては、法令上の許可・指定が必要であるとともに、介護サービスの中断はお

客様の健康や生活環境を損なう可能性があることから、あらかじめ分割準備会社において、各種許認可および受

入れ体制を整備し、分割期日から円滑に事業活動を開始できることを重視して当該分割方式を採用いたしました。

③分割の日程

平成20年4月 7日　分割準備会社（株式会社ジャパンケアサービスグループ）の設立

平成20年5月16日  当社における分割契約承認取締役会

平成20年5月16日  当社および分割準備会社による分割契約締結

平成20年6月27日  当社および分割準備会社における分割契約承認定時株主総会(予定)

平成20年8月 1日  分割期日（効力発生日）(予定)

平成20年8月 4日　分割登記(予定)　

商号 株式会社ジャパンケアサービスグループ

主な事業の内容 介護サービス事業

設立年月日 平成20年4月7日

本店所在地 東京都豊島区北大塚一丁目

代表者 徳山　幸善

資本金の額 1円

発行済株式総数 1株 

純資産 1円（平成20年4月7日設立時）

総資産 1円（平成20年4月7日設立時）

事業年度末日 3月31日

従業員数 0名

大株主および持株比率 当社100％（平成20年3月31日） 

主要取引銀行 ―
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④業績に与える影響

本件会社分割の効力発生日は平成20年8月１日を予定しており、平成21年3月期の業績に与える影響は軽微であり

ます。

また、会社分割後の業績につきまして、分割承継会社は本件分割の後も当社の100％子会社でありますので、今

後の連結経営成績および連結財政状態に与える影響は軽微であります。また、当社単体の業績につきましては、

本件分割後の当社収入は子会社からの経営指導料および配当収入等が主となり、費用は持株会社としての機能に

関するものが中心となります。

  

  (3）連結子会社の合併

 ①合併の目的

　当社グループは、平成19年11月に株式会社コムスンから、営業基盤の確保・拡大を図るために、承継13法人を

承継いたしました。

　同社の承継に係わる「事業移行計画」に基づき、47都道府県ごとに事業会社として分割設立した47法人の内13

法人について当社グループが、承継・子会社化したものであります。

　しかしながら、13法人を個別に運営することによる、管理運営上の非効率性、「サービスの質」の維持・管理、

指揮・命令系統の不統一等の問題が露呈してまいりました。

　承継13法人の合併を実現することにより、管理運営上の非効率性等の問題を解決するとともに、コンプライア

ンス、内部統制上も当社グループの１法人として迅速に対応できるとともに、機動的かつ効率的な経営体制の構

築が可能となり、結果として、当社グループの収益力の向上に繋がるものと考えます。

 ②合併の要旨

 ・合併の決議

平成20年4月16日、当社の連結子会社である株式会社ジャパンケアサービス東日本、株式会社ジャパンケアサー

ビス北海道、株式会社ジャパンケアサービス岩手、株式会社ジャパンケアサービス秋田、株式会社ジャパンケ

アサービス山形、株式会社ジャパンケアサービス福島、株式会社ジャパンケアサービス栃木、株式会社ジャパ

ンケアサービス埼玉、株式会社ジャパンケアサービス千葉、株式会社ジャパンケアサービス神奈川、株式会社

ジャパンケアサービス新潟、株式会社ジャパンケアサービス石川、株式会社ジャパンケアサービス福井（すべ

て当社100%子会社）の株主総会におきまして、合併を決議いたしました。

当社は、同日、臨時取締役会におきまして、この合併を決議しました。

 ・合併期日

   平成20年7月１日（効力発生日）

 ・合併方式

株式会社ジャパンケアサービス東日本（旧　株式会社ジャパンケアサービス東京）を存続会社とする吸収合併

とし同社を除く12法人は、解散いたします。

 ・合併比率

 当社は、承継13法人の全株式を保有しているため、合併比率の取り決めはありません。

 また、本合併に伴う新株式の発行、資本金の増加および合併交付金の支払いはありません。

 ・承継13社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

 該当事項はありません。

 ・会計処理の概要

 企業結合会計上の共通支配下における取引に該当し、のれんは発生しません。
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 ③合併当事会社の概要

 合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス東日本 株式会社ジャパンケアサービス北海道 

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都豊島区北大塚一丁目13番15号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　馬袋 秀男 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期） 1,858,918(千円) 698,334(千円)

当期純利益（平成20年3月期）  △364,704(千円) △55,398(千円)

純資産（平成20年3月期） △364,704(千円) △55,398(千円)

総資産（平成20年3月期）   2,053,075(千円) 899,551(千円)

資本金（平成20年3月31日） 5千万円(※) 1円

発行済株式総数（平成20年3月

31日） 
1,000株(※) 1株

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 1,561名 562名

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 ― 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

※．資本金及び発行済株式総数は、平成20年4月3日現在であります。
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 被合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス岩手 株式会社ジャパンケアサービス秋田

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番１号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　対馬 徳昭 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期） 114,665(千円) 87,552(千円)

当期純利益（平成20年3月期） △12,099(千円) △1,329(千円)

純資産（平成20年3月期） △12,099(千円) △1,329(千円)

総資産（平成20年3月期） 116,841(千円) 94,979(千円)

資本金（平成20年3月31日）  1円 1円

発行済株式総数（平成20年3月

31日）  
1株 1株

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 112名 83名

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

 被合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス山形 株式会社ジャパンケアサービス福島

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番１号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　対馬 徳昭 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期） 190,049(千円) 128,742(千円)

当期純利益（平成20年3月期） △21,564(千円) △26,548(千円)

純資産（平成20年3月期） △21,564(千円) △26,548(千円)

総資産（平成20年3月期） 207,584(千円) 143,986(千円)

資本金（平成20年3月31日）  1円 1円

発行済株式総数（平成20年3月

31日）  
1株 1株

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 162名 148名 

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。
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 被合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス栃木 株式会社ジャパンケアサービス埼玉

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番１号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　対馬 徳昭 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期） 175,450(千円) 667,949(千円)

当期純利益（平成20年3月期）

（千円）  
△39,293(千円) △77,837(千円)

純資産（平成20年3月期） △39,293(千円) △77,837(千円)

総資産（平成20年3月期）   195,877(千円) 833,107(千円)

資本金（平成20年3月31日）  1円 1円

発行済株式総数（平成20年3月

31日）  
1株 1株

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 161名 660名

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

 被合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス千葉 株式会社ジャパンケアサービス神奈川

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番１号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　対馬 徳昭 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期） 616,966(千円) 587,103(千円)

当期純利益（平成20年3月期） △97,439(千円) △86,852(千円)

純資産（平成20年3月期） △97,439(千円) △86,852(千円)

総資産（平成20年3月期) 829,603(千円) 800,331(千円)

資本金（平成20年3月31日）  1円 1円

発行済株式総数（平成20年3月

31日）  
1株 1株

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 688名 574名

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。
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 被合併会社 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス新潟 株式会社ジャパンケアサービス石川

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日

本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番１号 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　対馬 徳昭 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期） 255,484(千円) 80,317(千円)

当期純利益（平成20年3月期） △26,568(千円) △24,033(千円)

純資産（平成20年3月期） △26,568(千円) △24,033(千円)

総資産（平成20年3月期） 287,374(千円) 103,563(千円)

資本金（平成20年3月31日）  1円 1円

発行済株式総数（平成20年3月

31日）  
1株 1株

事業年度の末日 3月31日 3月31日

従業員数 206名 79名

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。

 被合併会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス福井

事業内容 介護サービス事業 

設立年月日 平成19年8月31日

本店所在地  東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 代表取締役社長　対馬 徳昭 

売上高（平成20年3月期） 67,256(千円)

当期純利益（平成20年3月期） △4,029(千円)

純資産（平成20年3月期） △4,029(千円)

総資産（平成20年3月期） 79,792(千円)

資本金（平成20年3月31日）  1円

発行済株式総数（平成20年3月

31日）  
1株

事業年度の末日 3月31日

従業員数 72名

大株主及び持株比率 ㈱ジャパンケアサービス100％ 

主要取引先 
介護サービス利用者、一般顧客、自治

体等 

当事会社の関係 

合併会社との資本関係はありません。

合併会社の取締役が兼務しておりま

す。

合併会社との取引関係はありません。
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６．その他
（役員の異動）

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補

取締役　対馬徳昭（元　代表取締役会長  現　顧問）

（現　㈱ジャパンケアサービス東日本代表取締役会長） 

（現　コムスン承継12法人代表取締役社長） 

取締役　馬袋秀男（現　㈱ジャパンケアサービス東日本代表取締役社長）

取締役　高柳尚明（現　東京本部長兼関東北越本部長）

取締役　松井康夫（現　㈱ジャパンケアサービス東日本取締役）

・退任予定取締役

取締役　池田　尚（㈱ジャパンケアフーズ代表取締役社長　就任予定）

取締役　浦谷　馨

・新任監査役候補

（社外）　藤原弘章（現　㈱西日本介護サービス）

・退任予定監査役

（社外）　石原美智子

③就任予定日

平成20年6月27日 
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