
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ジャパンケアサービスグループ 上場取引所 JQ 
コード番号 7566 URL http://www.japan-care.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 馬袋 秀男

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画室長 （氏名） 松井 康夫 TEL 03-5974-7841

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 5,181 ― △543 ― △567 ― △577 ―

20年3月期第1四半期 1,850 △8.7 △103 ― △114 ― △94 ―

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

21年3月期第1四半期 △69.96 ―

20年3月期第1四半期 △11.44 ―

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

21年3月期第1四半期 13,070 1,735 13.1 207.54
20年3月期 13,265 2,327 17.5 281.73

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,714百万円 20年3月期  2,327百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 11,000 ― △200 ― △300 ― △300 ― △36.31

通期 23,000 78.1 700 ― 500 ― 420 ― 50.84

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  

詳細は、２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） 

詳細は、２ページ 定性的情報 財務諸表等 4.その他をご覧下さい。  

(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 
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２ページを参照して下さい。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  8,262,000株 20年3月期  8,262,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  980株 20年3月期  980株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  8,261,020株 20年3月期第1四半期  8,261,020株



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

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とする世界の金融・証

券市場の混乱、原油・原材料の価格高騰による企業収益の圧迫とそれに伴う物価上昇など、景気の先行きに不透明

感が増す状況となりました。

  介護サービス業界においては、平成18年4月に施行された改正介護保険法の影響は継続しており、軽度者である

「介護予防サービス受給者」が引き続き増加しています。また減少傾向にあった「介護サービス受給者」も僅かな

がら増加に転じたと考えられます。一方、ホームヘルパーなど介護関連職の有効求人倍率や離職率は全職業より高

く、介護サービス従事者の不足やその労働環境への社会的関心が高まる中、8月には経済連携協定（ＥＰＡ）に基

づいてインドネシアからの介護士が来日しましたが、労働市場に与える影響は現時点においては小さいと言えます。

介護保険制度や介護報酬の問題点への関心も高まっており、平成21年度の介護報酬改定のタイミングを見据え、厚

生労働大臣が介護職員の待遇改善など長期的な介護政策のあり方を検討する有識者懇談会「安心と希望の介護ビ

ジョン会議」を設置する等、介護保険のあり方をめぐって様々な議論が活発化しています。

  このような状況のもと、当社グループ（当社、連結子会社）は、昨年11月に株式会社コムスンから13法人を承継

したことにより連結事業規模は対前年同期比で2.8倍に拡大しました。しかしながら、13法人を維持することに必

要な管理コストの負担は大きく、承継以降続いた利用者の減少には歯止めがかかり赤字幅は縮小したものの、コス

トを完全に吸収するには至りませんでした。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は5,181百万円（対前年同期比3,331百万円増）、経常損

失△567百万円（対前年同期比453百万円増）、四半期純損失△577百万円（対前年同期比483百万円増）となりまし

た。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

① ホームケア事業

　当第１四半期連結会計期間における売上高は、前述のとおり13法人の承継により大幅に拡大し、夜間対応型訪問

介護の利用者も徐々に増加しており、4,996百万円となりました。営業損失は縮小しているものの△515百万円とな

りました。

② その他の事業

　当第１四半期連結会計期間における売上高は269百万円、営業利益は75百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産に関する分析

　当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、株式会社クロス・ロードの取得にともない受取手形及び

売掛金、有形固定資産、のれんの増加等により、資産の残高は13,070百万円となりました。

　負債の残高は、短期借入の増加等に伴い、11,334百万円となりました。

　また、純資産の残高は、四半期純損失△577百万円により利益剰余金が減少したほか、少数株主持分が増加した

結果、1,735百万円となりました。

（２）キャッシュ・フローに関する分析

　当第１四半期連結会計期間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117百万円の支

出、投資活動によるキャッシュ・フローが185百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが354百万円の

収入となりました。この結果、当第１四半期連結会計期間の現金及び現金同等物は、1,329百万円となりまし

た。

（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117百万円の支出となりました。これらの主な要因は未収入金の

減少額が243百万円、補助金の受取額が119百万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）

　投資活動によるキャッシュ・フローは185百万円の支出となりました。これらの主な要因は長期性預金の預入に

よる支出88百万円、新規連結子会社の取得による支出86百万円、有形固定資産の取得による支出21百万円による

ものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果えられたキャッシュ・フローは354百万円の収入となりました。これらは短期借入金の増加額

496百万円、長期借入金の返済116百万円、配当金の支払25百万円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成20年５月18日に公表いたしました業績予想に変更ありません。　

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績が、今後　

様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。　

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）　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

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。　

（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

１．四半期財務諸表に関する会計基準　

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失に与える影響はありません。　
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,996,588 184,956 5,181,545 －　 5,181,545

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－　 84,479 84,479 △84,479 －　

計 4,996,588 269,436 5,266,025 △84,479 5,181,545

営業利益（又は営業損失△） △515,735 75,673 △440,061 △103,712 △543,774

（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、飲食業、商標等を含む知的財産

使用権収入、保育サービス事業、マネジメントサービス事

業

ｂ．所在地別セグメント情報

　　当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　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

　　当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　　

　海外売上高がないため該当事項はありません。　

（６）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。

－ 3 －



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１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,382,383 ※1  1,339,943

受取手形及び売掛金 3,804,248 3,813,226

商品 3,953 4,222

貯蔵品 195,303 213,198

その他 471,008 768,005

貸倒引当金 △74,932 △74,979

流動資産合計 5,781,965 6,063,615

固定資産   

有形固定資産 ※1, ※2, ※3  3,245,684 ※1, ※2, ※3  3,277,681

無形固定資産   

のれん 1,675,349 1,636,155

その他 77,243 82,082

無形固定資産合計 1,752,592 1,718,238

投資その他の資産   

投資その他の資産 ※1  2,291,575 ※1  2,207,692

貸倒引当金 △1,542 △1,542

投資その他の資産合計 2,290,032 2,206,149

固定資産合計 7,288,309 7,202,069

資産合計 13,070,275 13,265,685

負債の部   

流動負債   

買掛金 166,680 231,271

短期借入金 6,896,000 6,400,000

未払法人税等 25,134 73,043

引当金 1,525 －

その他 ※1  1,942,879 ※1  1,933,016

流動負債合計 9,032,219 8,637,331

固定負債   

長期借入金 ※  1,540,616 ※1  1,642,315

退職給付引当金 181,651 167,501

負ののれん 11,913 12,067

その他 ※1  568,384 ※  479,126

固定負債合計 2,302,565 2,301,011

負債合計 11,334,784 10,938,342



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,030,859 3,030,859

資本剰余金 683,343 683,343

利益剰余金 △1,864,606 △1,245,377

自己株式 △366 △366

株主資本合計 1,849,229 2,468,458

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △134,765 △141,115

評価・換算差額等合計 △134,765 △141,115

少数株主持分 21,026 －

純資産合計 1,735,491 2,327,342

負債純資産合計 13,070,275 13,265,685



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 5,181,545

売上原価 5,040,721

売上総利益 140,824

販売費及び一般管理費 ※1  684,598

営業損失（△） △543,774

営業外収益  

受取利息 5,127

受取配当金 4,955

その他 21,522

営業外収益合計 31,605

営業外費用  

支払利息 50,262

その他 5,299

営業外費用合計 55,561

経常損失（△） △567,731

特別利益 7,415

特別損失 125

税金等調整前四半期純損失（△） △560,441

法人税、住民税及び事業税 18,189

法人税等合計 18,189

少数株主損失（△） △707

四半期純損失（△） △577,923



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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損失（△） △560,441

減価償却費 66,733

のれん償却額 33,320

負ののれん償却額 △154

退職給付引当金の増減額（△は減少） △80

貸倒引当金の増減額（△は減少） △447

受取利息及び受取配当金 △10,082

支払利息 50,262

売上債権の増減額（△は増加） 87,469

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,162

未収入金の増減額（△は増加） 243,999

その他債権の増減額（△増加） 5,495

仕入債務の増減額（△は減少） △79,355

未払金の増減額（△は減少） △81,112

その他債務の増減額（△減少） 87,594

小計 △138,637

利息及び配当金の受取額 24,536

利息の支払額 △64,027

補助金の受取額 119,714

法人税等の支払額 △59,273

営業活動によるキャッシュ・フロー △117,688

投資活動によるキャッシュ・フロー  

長期性預金の預入による支出 △88,485

有形固定資産の取得による支出 △21,679

貸付金の回収による収入 387

敷金及び保証金の差入による支出 △12,718

敷金及び保証金の回収による収入 4,672

新規連結子会社の取得による支出 △86,405

その他 18,294

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,933

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） 496,000

長期借入金の返済による支出 △116,546

配当金の支払額 △25,406

財務活動によるキャッシュ・フロー 354,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,425

現金及び現金同等物の期首残高 1,279,491

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,329,916



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,850,632

Ⅱ　売上原価 1,614,840

売上総利益 235,792

Ⅲ　販売費及び一般管理費 339,517

営業損失 103,724

Ⅳ　営業外収益 14,253

Ⅴ　営業外費用 25,088

経常損失 114,559

Ⅵ　特別利益 13,079

Ⅶ　特別損失 295

税金等調整前四半期純損失 101,775

税金費用 7,284

四半期純損失 94,490

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前四半期は作成しておりません。　　

－ 1 －



（３）セグメント情報

前四半期は作成しておりません。　

－ 2 －
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