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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 8,623 24.9 461 58.7 453 62.8 228 77.8
20年3月期第1四半期 6,906 23.9 290 ― 278 ― 128 ―

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 35.69 ―

20年3月期第1四半期 20.13 ―

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 12,618 2,588 20.5 404.01
20年3月期 12,009 2,456 20.5 383.33

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,588百万円 20年3月期  2,456百万円

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  

(注)20年3月期期末配当金の内容 記念配当5円00銭  

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）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2四半期累計期間 17,481 22.9 663 4.7 637 5.6 288 1.2 45.06
通期 37,123 23.6 1,392 12.7 1,340 13.1 612 11.5 95.56

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「4.その他」をご覧ください。  

(2) 四半期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） 

(注)詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「4.その他」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  6,408,000株 20年3月期  6,408,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  158株 20年3月期  158株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  6,407,842株 20年3月期第1四半期  6,390,420株



※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
1.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。 
2.当事業年度より、「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

(1）業績の状況　　

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、素材や原油価格の高騰などを背景に、企業収益の悪化、設備投資や

個人消費の伸びが鈍化するなど、景気後退の懸念が急速に強まってまいりました。

　介護業界におきましては、不正請求が社会問題化し、介護事業者は法令遵守と継続的に健全な運営を確保できる仕

組み作りが求められました。

　このような状況のもと、当社は内部監査体制を強化すると共に、金融商品取引法による内部統制の体制を整え、運

用を開始しております。

　当第１四半期会計期間において、在宅介護事業と有料老人ホーム事業につきましては、営業活動を強化して利用者

や入居者の確保に努め、前期までに開設しましたデイサービスセンターの利用率や有料老人ホームの入居率を引き上

げて収益改善を図りました。

　人材派遣事業につきましては、営業拠点を拡大するため、北海道旭川市、神奈川県横須賀市、高知県高知市など９ヵ

所の事業所を開設いたしました。これによりまして、当第１四半期末における当社の事業所数は、46都道府県397ヵ所

となりました。

　以上の結果、当第１四半期会計期間における売上高は8,623百万円（前年同期比24.9％増）、営業利益は461百万円

（前年同期比58.7％増）、経常利益は453百万円（前年同期比62.8％増）、四半期純利益は228百万円（前年同期比

77.8％増）となりました。

　事業部門別に見てみますと、在宅介護事業の売上高は6,301百万円（前年同期比9.3％増）、有料老人ホーム事業の

売上高は929百万円（前年同期比108.3％増）、人材派遣事業の売上高は1,384百万円（前年同期比100.8％増）、その

他事業の売上高は6百万円（前年同期比1.2％減）となりました。

（通期の見通し）

　在宅介護事業につきましては、訪問介護や訪問入浴を提供している既存ヘルパーステーションの職場環境の改善と

サービスの複合化を図るため、デイサービスセンターなど77ヵ所の新設と既存ヘルパーステーション38ヵ所の移転統

合（事業所数の減少）を計画しております。有料老人ホームにつきましては４施設、人材派遣事業につきましては

24ヵ所の事業所の新規設備投資を計画し、事業を拡大してまいります。

　以上の取組みにより、通期の売上計画につきましては、在宅介護事業で26,206百万円（前期比9.8％増）、有料老人

ホーム事業で4,253百万円（前期比78.6％増）、人材派遣事業で6,640百万円（前期比77.0％増）、その他事業で23百

万円（前期比14.1％減）、合計で37,123百万円（前期比23.6％増）を予想しております。

　損益計画につきましては、営業利益1,392百万円（前期比12.7％増）、経常利益1,340百万円（前期比13.1％増）、

当期純利益612百万円（前期比11.5％増）を予想しております。

２．財政状態に関する定性的情報

（1)資産、負債及び純資産の状況

　 当第1四半期会計期間末における総資産については、前期末に比べ総資産が609百万円増加し12,618百万円とな

りました。主な増加要因は、売掛金の増加190百万円、現金及び預金の増加148百万円等であります。

  負債は前期末に比べ477百万円増加し10,029百万円となりました。主な増減要因は、短期借入金の増加700百万円、

未払金の増加356百万円、長期前受金の増加105百万円等に対し、未払法人税等の減少366百万円、1年内返済予定の

長期借入金の減少172百万円、長期借入金の減少135百万円、賞与引当金の減少127百万円等の結果であります。

  純資産は前期末に比べ132百万円増加し2,588百万円となりました。主な増減要因は四半期純利益による増加228

百万円、配当金等の支払による減少96百万円等であります。 

   (2）キャッシュ・フローの状況 

 　当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は917百万円と、前事業年度末

に比べ53百万円の減少となりました。

　　当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は39百万円となりました。これは主に、税引前四半

期純利益の計上453百万円、未払金の増加406百万円、長期前受金の増加105百万円等に対し、賞与引当金の減少127

百万円、売上債権の増加190百万円、法人税等の支払565百万円等の結果であります。

　

－ 1 －



　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は388百万円となりました。これは主に、貸付金(建

設協力金等)の回収による収入54百万円等に対し、貸付による支出157百万円、預金の担保差入れによる支出201百万

円等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１四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は295百万円となりました。これは主に、短期借入

金の純増加額700百万円に対し、長期借入金の返済による支出307百万円等によるものであります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　業績予想につきましては、平成20年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

 

 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に

従い四半期財務諸表を作成しております。

②従来、人材派遣事業の支店において発生する経費は、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、当第

１四半期会計期間より売上原価に計上する方法に変更いたしました。この変更は、人材派遣事業の規模拡大に伴

い、原価管理体制の明確化を図るとともに、売上と売上原価の対応をより適正に表示するために行ったものであ

ります。

　この変更により、従来の方法と比べ売上原価は224,577千円増加し、売上総利益および販売費及び一般管理費は

同額減少しております。

－ 2 －



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2  1,574,906 ※2  1,426,687

売掛金 3,609,804 3,418,853 

貯蔵品 28,103 27,298 

前払費用 465,360 378,554 

繰延税金資産 206,389 206,389 

短期貸付金 146,232 143,529 

未収入金 472,133 443,822 

立替金 28,408 22,250 

その他 18,612 13,277 

貸倒引当金 △22,500 △18,500 

流動資産合計 6,527,452 6,062,163 

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1, ※2  470,395 ※1, ※2  482,911

構築物（純額） ※1  24,174 ※1  24,725

車両運搬具（純額） ※1  232 ※1  247

工具、器具及び備品（純額） ※1  29,150 ※1  29,316

土地 ※2  148,704 ※2  148,704

有形固定資産合計 672,657 685,906 

無形固定資産

借地権 23,140 23,140 

ソフトウエア 22,832 24,374 

電話加入権 6,021 6,021 

ソフトウエア仮勘定 72,231 42,307 

その他 4,447 4,546 

無形固定資産合計 128,672 100,390 

投資その他の資産

長期貸付金 3,059,906 2,975,508 

従業員に対する長期貸付金 120,091 125,927 

長期前払費用 650,370 624,695 

繰延税金資産 65,910 65,910 

敷金及び保証金 ※2  1,390,174 ※2  1,365,139

その他 3,437 3,396 

投資その他の資産合計 5,289,890 5,160,578 

固定資産合計 6,091,220 5,946,874 

資産合計 12,618,673 12,009,037 



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部

流動負債

買掛金 11,570 11,165 

短期借入金 700,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 ※2  1,032,440 ※2  1,204,565

1年内償還予定の社債 1,100,000 100,000 

未払金 2,295,176 1,938,759 

未払費用 78,953 51,688 

未払法人税等 248,420 614,593 

前受金 ※2  570,110 ※2  531,923

預り金 245,892 214,246 

賞与引当金 162,952 290,512 

流動負債合計 6,445,516 4,957,454 

固定負債

社債 350,000 1,350,000 

長期借入金 ※2  1,581,260 ※2  1,716,380

長期前受金 ※2  1,425,601 ※2  1,319,880

長期預り保証金 51,862 51,483 

退職給付引当金 173,546 157,541 

その他 2,023 － 

固定負債合計 3,584,293 4,595,284 

負債合計 10,029,809 9,552,739 

純資産の部

株主資本

資本金 814,625 814,625 

資本剰余金 833,825 833,825 

利益剰余金 940,525 807,960 

自己株式 △112 △112 

株主資本合計 2,588,863 2,456,298 

純資産合計 2,588,863 2,456,298 

負債純資産合計 12,618,673 12,009,037 



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 8,623,080 

売上原価 7,597,315 

売上総利益 1,025,765 

販売費及び一般管理費 ※１  564,374

営業利益 461,390 

営業外収益

受取利息 14,513 

助成金収入 7,260 

その他 1,938 

営業外収益合計 23,712 

営業外費用

支払利息 22,096 

社債利息 4,359 

その他 5,372 

営業外費用合計 31,828 

経常利益 453,275 

税引前四半期純利益 453,275 

法人税等 ※2  224,607

四半期純利益 228,667 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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

税引前四半期純利益 453,275 

減価償却費 19,521 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,000 

賞与引当金の増減額（△は減少） △127,560 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,004 

受取利息及び受取配当金 △14,514 

支払利息 22,096 

社債利息 4,359 

シンジケートローン手数料 666 

売上債権の増減額（△は増加） △190,950 

未収入金の増減額（△は増加） △28,372 

たな卸資産の増減額（△は増加） △805 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △97,134 

仕入債務の増減額（△は減少） 404 

未払金の増減額（△は減少） 406,433 

長期前受金の増減額（△は減少） 105,721 

長期預り保証金の増減額（△は減少） 379 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 41,266 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 2,023 

小計 616,815 

利息及び配当金の受取額 14,443 

利息の支払額 △26,211 

法人税等の支払額 △565,670 

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,377 

投資活動によるキャッシュ・フロー

預金の担保差入れによる支出 △201,906 

有形固定資産の取得による支出 △3,341 

無形固定資産の取得による支出 △51,348 

敷金及び保証金の差入による支出 △26,657 

敷金及び保証金の回収による収入 360 

貸付けによる支出 △157,816 

貸付金の回収による収入 54,181 

その他 △2,468 

投資活動によるキャッシュ・フロー △388,995 

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） 700,000 

長期借入金の返済による支出 △307,911 

配当金の支払額 △96,156 

財務活動によるキャッシュ・フロー 295,931 



（単位：千円）

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

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,686 

現金及び現金同等物の期首残高 971,678 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  917,991



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（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）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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（自平成19年４月１日
至平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 6,906,657

Ⅱ　売上原価 6,042,126

売上総利益 864,530

Ⅲ　販売費及び一般管理費 573,718

営業利益 290,812

Ⅳ　営業外収益 16,676

Ⅴ　営業外費用 29,062

経常利益 278,426

税引前四半期純利益 278,426

税金費用 149,807

四半期純利益 128,619

－ 2 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（自平成19年４月１日
至平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前四半期純利益 278,426

　減価償却費　 19,274

　賞与引当金の減少額　 △111,755

　退職給付引当金の増加額 12,691

　貸倒引当金の増加額 5,000

　受取利息及び受取配当金 △10,412

　支払利息　 23,179

　社債利息　 2,555

　シンジケートローン手数料　 1,032

　売上債権の増加額　 △163,877

　未収入金の減少額　 3,042

　たな卸資産の減少額　 2,561

　その他流動資産の増加額 △77,226

　仕入債務の減少額　 △921

　未払金の増加額　 372,184

　長期前受金の増加額　 17,920

　長期預り保証金の増加額　 2,001

　その他流動負債の増加額　 33,226

小計 408,903

　利息及び配当金の受取額 10,391

　利息の支払額　 △24,449

　法人税等の支払額 △240,952

営業活動によるキャッシュ・フロー 153,892

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　預金の担保預入れによる支出 △24,990

　有形固定資産の取得による支出　 △2,613

　無形固定資産の取得による支出　 △1,854

　敷金及び保証金の差入による支出 △27,476

　敷金及び保証金の返還による収入　 3,070

　貸付による支出 △88,934

　貸付の回収による収入　 41,465

　その他　 5,716

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,617

－ 3 －



前年同四半期
（自平成19年４月１日
至平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　長期借入金の返済による支出 △258,507

　配当金の支払額　 △64,005

財務活動によるキャッシュ・フロー △322,512

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △264,237

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 977,561

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 713,324

－ 4 －
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