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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 20,548 59.1 △975 ― △1,117 ― △1,654 ―

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

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 ％ ％ ％

21年3月期 △200.28 ― △108.2 △9.1 △4.7

20年3月期 △159.32 ― △42.7 △12.0 △11.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 11,404 753 6.4 88.60
20年3月期 13,265 2,327 17.5 281.73

（参考） 自己資本   21年3月期  731百万円 20年3月期  2,327百万円

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

21年3月期 △260 58 △152 924
20年3月期 △2,436 △2,909 5,294 1,279

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 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 41 ― 1.3
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 10.00 10.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

10,332 △0.4 284 ― 200 ― 110 ― 13.42

通期 20,834 1.4 701 ― 534 ― 366 ― 44.32
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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）  無  

(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） 

（注）詳細は、17ページ 「(7)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」 をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、21ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  1,432株 20年3月期  980株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

 
2. 個別業績予想の省略 
当社は持株会社であり、同社の個別収益は株式会社ジャパンケアサービスおよび株式会社ジャパンケアサービス東日本の両子会社からの経営指導料等
の内部取引のみで構成され、投資情報としての重要性が大きくないと考えられるため、記載を省略しております。 

(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 ％

21年3月期 2,984 ― △142 ― △19 ― △302 ―

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

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

21年3月期 △36.61 ―

20年3月期 8.95 ―

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 11,409 3,593 31.5 435.01
20年3月期 13,124 3,836 29.2 464.46

（参考） 自己資本 21年3月期  3,593百万円 20年3月期  3,836百万円

※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および合理的に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仮定およ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、
３ページ「1.経営成績及び財政状態 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

①経営環境  

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した世界的な金融危機が9月以降に一

気に表面化し、消費や雇用など実体経済へも大きな影響を及ぼしました。株式市場の低迷、為替の円高などにより

企業収益が急激かつ大幅に悪化し、個人消費も雇用・所得環境の悪化により弱まっていく可能性が高く、経済の減

速局面は当面継続すると予想されています。 

介護サービス業界においては、平成21年度介護報酬改定に関して、平成20年10月に政府・与党が「介護従事者

の処遇改善のための緊急特別対策」として介護報酬改定率3.0%とすることを決定し、それを受けて同年12月に社

会保障審議会から答申が示されました。さらに、現在検討されている追加経済対策の一環として、介護分野におけ

る雇用創出、処遇改善、人材養成等につながるような対策が盛り込まれています。 

  

②当連結会計期間の経営成績 

  このような状況のもと、当社グループ（当社および連結子会社）は、株式会社コムスンから承継した13法人を平

成20年7月1日付で㈱ジャパンケアサービス東日本に統合し、また同年8月1日付で持株会社体制へ移行し、グループ

全体の経営効率を高める体制を整えました。その効果は徐々に現われてきているものの、当期は移行期間に当たる

ことから管理部門の効率化は継続的な課題となっております。一方、事業部門においては、利用者数は一部のサー

ビスの終了に伴い減少しましたが、承継以降の大幅な減少傾向には歯止めがかかり安定してきました。また㈱ジャ

パンケアサービス東日本の高い原価率が課題となっておりましたが、当期は主力である訪問介護事業のケア稼働率

の向上と人員配置の適正化、通所介護事業・小規模多機能型居宅介護事業の利用者増による稼働率の向上等を実施

し、売上原価の低減に注力したことにより原価率が大きく改善しました。これに加え、㈱ジャパンケアサービスの

夜間対応型訪問介護事業の利用者増と稼動効率の向上も進みました。これにより、平成20年10月には㈱ジャパンケ

アサービス東日本が、平成20年12月には㈱ジャパンケアサービスおよび連結で単月経常黒字化を達成し、さらに第

４四半期連結会計期間は経常利益３百万円（対第３四半期129百万円増）を計上することができました。 

 しかしながら、上記の改善対策の効果が現われるのが遅く、第４四半期となったことから、当連結会計年度にお

ける売上高は20,548百万円、経常利益△1,117百万円となりました。また、上記の改善対策にかかる一時的な経費

および投資有価証券評価損を特別損失として計上したこともあり、当期純利益は△1,654百万円となりました。 

  

③次期の見通し 

 介護報酬改定が訪問系サービスあるいは都市部の事業所のサービスを高く評価する改定となっていることから、

これらの割合が高い当社グループにおいても増収効果があると予測しております。しかしながら、利用者数が安定

してきたものの当期比では減少するため、売上高は微増の20,834百万円と見込んでおります。また、当期原価率の

低減に注力した効果が次期も継続すること、継続課題となっている管理部門の効率化についても組織機構改革や情

報システムの刷新等により進捗することから、経常利益534百万円、当期純利益366百万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1,861百万円減少し、資産残高は11,404百万円となり

ました。これらは、主に受取手形及び売掛金が449百万円減少、未収入金が335百万円減少、現金及び預金353百万

円減少、固定資産は有形固定資産および無形固定資産が308百万円減少、投資その他の資産329百万円の減少による

ものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ287百万円減少し、負債残高は、10,650円百万円となりました。

これらは、主に短期借入金284百万円増加したものの、未払金261百円減少、長期借入金329百万円減少したことな

どによります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,573百万円減少し、当連結会計年度末における純資産残高は

753百万円となりました。これらは主に利益剰余金1,695百万円の減少とその他有価証券評価差額金100百万円の増

加によるものであります。 

  

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・フローが260百万円の支出、投資活動

によるキャッシュ・フローが58百万円の収入、財務活動によるキャッシュフローが152百万円の支出となりまし

た。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ355百万円減少し、924百万円

となりました。  

１．経営成績及び財政状態
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 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） 

 営業活動の結果キャッシュ・フローは260百万円の支出となりました。これらの主な要因は、売上債権の減少額

519百万円、未収入金の減少額269百万円、たな卸資産の減少100百万円などがありましたものの、税金等調整前当

期純損失1,569百万円の計上にいたり、未払金の減少額249百万円、支払利息205百万円及び法人税等の支払額61百

万円の支出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）  

 投資活動によるキャッシュ・フローは58百万円の収入となりました。これらの主な要因は長期性預金の預入によ

る支出98百万円、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38百万円等がありま

したが、保険積立金の解約による収入211百万円、差入保証金・敷金の回収75百万円によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは152百万円の支出となりました。これらの主な要因は短期借入金の増加272

百万円、長期借入金の返済による支出381百万円等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 

  当社は株主への利益還元を重要な経営課題と考え、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、増配等によって積極的に利益還元を行っていく方針です。しかしながら、当期につきましては業績状況に鑑

み、無配とさせていただく予定です。 

  なお、次期は業績が回復する見通しであり、1株当たり10円を予定しております。 

  

(4）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当連結会計年度には継続企業の前提に関する重要事象等が存在しており、「継続企業の前提に関する注記」を第

３四半期まで記載しておりましたが、前述のとおり、当期において経営改善が進んだ結果、第４四半期には経常黒

字となり、次期は通期で経常利益、当期純利益の黒字化を見込んでおり、次期の事業継続にあたり不確実性は存在

していないことから、本決算短信において記載が不要となりましたので、当該注記を解消することといたしまし

た。 
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 当第４四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 なお、平成20年８月１日、会社分割による持株会社体制へ移行し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】  

 
 

  

 なお、 近の有価証券報告書（平成20年6月30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」の開示を省略します。  

  

 「(1）会社の経営の基本方針」、「(2）目標とする経営指標」、「(3）中長期的な会社の経営戦略」、「(4）会社の

対処すべき課題」、「(5）その他、会社の経営上重要な事項」については、平成20年３月期期末決算短信（平成20年５

月16日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略します。 

 当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

   (当社ホームページ) 

   http://www.japan-care.com/company/ir/release.php 

   (ジャスダック証券取引所ホームページ(「ＪＤＳ」検索ページ)) 

      http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

   

２．企業集団の状況

３．経営方針

㈱ジャパンケアサービスグループ（7566）平成21年３月期　決算短信

5



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,339,943 986,581

受取手形及び売掛金 3,813,226 3,363,884

たな卸資産 217,420 －

商品及び製品 － 3,235

原材料及び貯蔵品 － 111,869

繰延税金資産 144,853 126,553

未収入金 381,845 45,995

その他 241,306 209,337

貸倒引当金 △74,979 △7,264

流動資産合計 6,063,615 4,840,192

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,809,357 2,795,962

減価償却累計額 △797,966 △991,433

建物及び構築物（純額） 2,011,390 1,804,528

土地 1,155,588 1,160,375

リース資産 － 5,771

減価償却累計額 － △2,308

リース資産（純額） － 3,462

その他 151,354 109,481

減価償却累計額 △40,651 △67,681

その他（純額） 110,702 41,800

有形固定資産合計 3,277,681 3,010,167

無形固定資産   

ソフトウエア 24,276 17,091

のれん 1,636,155 1,575,387

その他 57,806 84,766

無形固定資産合計 1,718,238 1,677,244

投資その他の資産   

投資有価証券 492,169 376,173

長期貸付金 4,592 3,690

長期未収入金 504,683 473,277

その他 1,206,247 1,026,224

貸倒引当金 △1,542 △2,494

投資その他の資産合計 2,206,149 1,876,872

固定資産合計 7,202,069 6,564,284

資産合計 13,265,685 11,404,477
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 231,271 178,178

短期借入金 6,400,000 6,684,000

1年以内に返済予定の長期借入金 368,339 329,716

リース債務 － 3,462

未払法人税等 73,043 74,874

未払金 1,317,591 1,055,975

その他 247,085 264,155

流動負債合計 8,637,331 8,590,363

固定負債   

長期借入金 1,642,315 1,312,599

退職給付引当金 167,501 172,025

負ののれん 12,067 11,451

その他 479,126 564,147

固定負債合計 2,301,011 2,060,222

負債合計 10,938,342 10,650,586

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 △1,245,377 △2,941,142

自己株式 △366 △438

株主資本合計 2,468,458 772,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △141,115 △40,747

評価・換算差額等合計 △141,115 △40,747

少数株主持分 － 22,017

純資産合計 2,327,342 753,891

負債純資産合計 13,265,685 11,404,477
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 12,914,154 20,548,196

売上原価 12,133,268 18,807,039

売上総利益 780,885 1,741,157

販売費及び一般管理費 2,287,540 2,716,381

営業損失（△） △1,506,654 △975,224

営業外収益   

受取利息 22,147 22,532

受取配当金 6,246 6,857

受取地代 6,759 9,854

補助金収入 302,714 －

その他 15,066 39,683

営業外収益合計 352,935 78,928

営業外費用   

支払利息 128,528 203,647

その他 21,745 17,881

営業外費用合計 150,273 221,529

経常損失（△） △1,303,993 △1,117,825

特別利益   

事業所立退料 － 16,050

貸倒引当金戻入額 － 17,652

賞与引当金戻入額 2,695 －

その他 － 3,752

特別利益合計 2,695 37,455

特別損失   

固定資産除却損 914 446

減損損失 11,959 68,214

投資有価証券評価損 4,154 214,385

事業再編損失 － 203,324

その他 13 2,264

特別損失合計 17,041 488,636

税金等調整前当期純損失（△） △1,318,339 △1,569,005

法人税、住民税及び事業税 59,040 66,872

過年度法人税等還付金 △23,828 －

法人税等調整額 △37,377 18,299

法人税等合計 △2,165 85,171

少数株主利益 － 282

当期純損失（△） △1,316,174 △1,654,460
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,030,859 3,030,859

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,030,859 3,030,859

資本剰余金   

前期末残高 683,343 683,343

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 683,343 683,343

利益剰余金   

前期末残高 153,408 △1,245,377

当期変動額   

剰余金の配当 △82,611 △41,305

当期純損失（△） △1,316,174 △1,654,460

当期変動額合計 △1,398,785 △1,695,765

当期末残高 △1,245,377 △2,941,142

自己株式   

前期末残高 △331 △366

当期変動額   

自己株式の取得 △35 △71

当期変動額合計 △35 △71

当期末残高 △366 △438

株主資本合計   

前期末残高 3,867,279 2,468,458

当期変動額   

剰余金の配当 △82,611 △41,305

当期純損失（△） △1,316,174 △1,654,460

自己株式の取得 △35 △71

当期変動額合計 △1,398,821 △1,695,836

当期末残高 2,468,458 772,621
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △29,983 △141,115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111,131 100,367

当期変動額合計 △111,131 100,367

当期末残高 △141,115 △40,747

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △29,983 △141,115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111,131 100,367

当期変動額合計 △111,131 100,367

当期末残高 △141,115 △40,747

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 22,017

当期変動額合計 － 22,017

当期末残高 － 22,017

純資産合計   

前期末残高 3,837,295 2,327,342

当期変動額   

剰余金の配当 △82,611 △41,305

当期純損失（△） △1,316,174 △1,654,460

自己株式の取得 △35 △71

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111,131 122,384

当期変動額合計 △1,509,953 △1,573,451

当期末残高 2,327,342 753,891
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,318,339 △1,569,005

減価償却費 211,210 261,237

のれん償却額 92,910 132,666

連結調整勘定償却額 － －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,838 △9,706

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27,731 △67,163

受取利息及び受取配当金 △28,394 △29,389

支払利息 128,528 203,647

投資有価証券評価損益（△は益） 4,154 214,385

固定資産除却損 914 446

減損損失 11,959 68,214

補助金収入 △302,714 －

保険積立金解約差益 － △3,092

有形固定資産売却損益（△は益） － 1,141

売上債権の増減額（△は増加） △2,401,314 519,066

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,151 100,975

未収入金の増減額（△は増加） △179,908 269,161

仕入債務の増減額（△は減少） 135,803 △67,857

未払金の増減額（△は減少） 605,538 △249,497

その他 △1,966 82,449

小計 △3,005,200 △142,320

利息及び配当金の受取額 30,102 29,158

利息の支払額 △138,377 △205,898

補助金の受取額 713,210 119,714

法人税等の支払額 △60,214 △61,516

法人税等の還付額 23,828 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,436,651 △260,863

投資活動によるキャッシュ・フロー   

拘束性預金の増減額 △155,055 △98,494

有形固定資産の取得による支出 △69,473 △38,033

無形固定資産の取得による支出 △15,495 △34,046

事業承継にかかる支出 △2,254,000 －

有形固定資産の売却による収入 － 11,388

新規連結子会社の取得による支出 － △86,405

貸付けによる支出 △1,403 －

貸付金の回収による収入 1,939 1,091

差入保証金・敷金の支出 △315,993 △30,564

差入保証金・敷金の回収 18,164 75,053

保険積立金の解約による収入 － 211,869
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

繰延消費税の支出 △119,633 －

その他 1,427 46,562

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,909,523 58,422

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） 5,248,570 272,645

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △372,288 △381,857

自己株式の取得による支出 △35 △71

リース債務の返済による支出 － △2,308

配当金の支払額 △81,880 △41,353

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,294,366 △152,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,809 △355,386

現金及び現金同等物の期首残高 1,331,300 1,279,491

現金及び現金同等物の期末残高 1,279,491 924,105
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 該当事項はありません。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 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。 

連結子会社の数 7社 

連結子会社の名称 

株式会社ジャパンケアサービス 

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 

株式会社クロス・ロード 

  

 平成20年4月３日付、株式会社クロス

ロードの株式取得に伴い、第１四半期連

結会計期間より連結の範囲に含めており

ます。  

 平成20年７月１日付、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）を吸収合併存

続会社とし、株式会社ジャパンケアサー

ビス北海道他12社を吸収合併消滅会社と

して合併しました。 

  

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用した非連結子会社数 

持分法を適用した非連結子会社はありま

せん。 

持分法を適用した非連結子会社数 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度は、連結

決算日と一致しております。 

同左 
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前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

①有価証券 

その他有価証券 

  ＜時価のあるもの＞ 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

＜時価のあるもの＞ 

同左 

  ＜時価のないもの＞ 

移動平均法による原価法 

＜時価のないもの＞ 

同左 

  なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（金融商品取

引法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの）については、組合契約

に規定される決算報告日に応じて入手

可能な 近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によって

おります。 

  ②たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法 

②たな卸資産  

  

当社は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） 

(会計方針の変更) 

 当連結会計年度より「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の切下

げの方法）により算定しております。

これに伴う影響額は軽微であります。

  貯蔵品 

終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法によっております。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）および賃貸用ケア付住宅に係る

建物、構築物については、定額法によって

おります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物および構築物    ３～50年 

その他         ２～15年 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

同左    

  

  

  

  （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。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金

等調整前当期純損失に与える影響額は軽微

であります。 

  

  ―――――― 
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前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （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％に到達した連結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。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金

等調整前当期純損失に与える影響額は軽微

であります。 

  

―――――― 

  ②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウエア(自社利用)について

は、社内における利用可能期間(５年)によ

る定額法を採用しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  

   

   ―――――― 

  

③リース資産 

   

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

 零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ 

 ース取引のうち、リース取引開始日が 

 平成20年３月31日以前のリース取引に 

 ついては、通常の賃貸借取引に係る方 

 法に準じた会計処理によっております。

  

 (3）重要な引当金の計上

基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については、個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

  ②退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、当連結会計

年度の費用として一括処理しております。

②退職給付引当金 

同左 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

―――――― 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日至

平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日至

平成21年３月31日） 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法金利スワップの特例処

理の要件を満たす金利スワップについて

は、特例処理を採用しております。 

①ヘッジ会計の方法同左 

  ②ヘッジ手段金利スワップ取引 ②ヘッジ手段同左  

  ③ヘッジ対象変動金利建ての借入金利息 ③ヘッジ対象同左 

  

④ヘッジ方針借入金の金利変動リスクを回

避する目的で、変動金利建ての借入金に対

して、金利スワップを行っております。 

④ヘッジ方針同左 

  

⑤ヘッジ有効性評価の方法 特例処理によ

っている金利スワップについては有効性の

評価を省略しております。 

⑤ヘッジ有効性評価の方法 同左 

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜方式によっております。

また、たな卸資産に係る控除対象外消費税

等は当連結会計年度の費用として処理して

おり、固定資産に係る控除対象外消費税等

は投資その他の資産「その他」として計上

し、法人税法の規定する期間にわたり償却

しております。 

消費税等の会計処理同左   

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれん及び負の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。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金および

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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  (会計処理の変更) 

(7)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

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

――――――  （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引（リース取引に関する会計基準）に係る

方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結会

計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

おります。 

 これに伴う影響額はありません。  
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注記事項

(連結キャッシュ・フロー計算書)

            

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成20年３月31日） 

 

当連結会計年度 

 （自 平成20年４月１日   

     至 平成21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20年３月31日現在)

(千円）
    

(平成21年３月31日現在)

(千円）
 

現金及び預金勘定 1,339,943  現金及び預金勘定 986,581 

預入期間が３ヶ月を越える

定期預金及び拘束性預金 
△60,451 

預入期間が３ヶ月を越える

定期預金及び拘束性預金 
△62,476 

現金及び現金同等物 1,279,491  現金及び現金同等物 924,105 

           

※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。 
 

   

  (千円) 

流動資産 214,712 

固定資産(除くのれん) 720,265 

のれん 1,632,596 

流動負債 △300,633 

固定負債 △12,940 

事業承継価格 2,254,000 

事業承継にかかる支出 2,254,000 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

（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 

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。 

５．減価償却費には、長期前払費用に係る償却額が含まれております。 

６．資本的支出には、㈱コムスンよりの事業承継にともなうのれんおよびその他の固定資産2,352,861千円が含

まれております。 

   

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

ホームケア事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合 

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま 

す。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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

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 
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至

平成21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。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至

平成21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。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（開示の省略） 

 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書に関する注記事項等、リース取引、関連当事者との 

取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等については、決 

算短信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。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額  281.73 円

１株当たり当期純損失金額  159.32 円

１株当たり純資産額  88.60 円

１株当たり当期純損失金額  200.28 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。 

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。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額 
           

当期純利益又は当期純損失(△) (千円)  △1,316,174  △1,654,460

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又は当期純損 

 失(△) (千円) 
 △1,316,174  △1,654,460

期中平均株式数(千株)  8,261  8,260

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）  －  －

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２種類（新株予約権の

数127個）。 

新株予約権２種類（新株予約権の

数16個）。 

（重要な後発事象）

㈱ジャパンケアサービスグループ（7566）平成21年３月期　決算短信

21



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 656,736 244,202

受取手形 2,386 －

売掛金 1,285,992 468,930

商品 3,642 －

貯蔵品 212,073 2,188

前払費用 66,211 26,819

短期貸付金 5,535,096 3,314,874

繰延税金資産 144,853 126,553

未収入金 453,471 316,211

立替金 540,279 100

その他 43,103 26,639

貸倒引当金 △61,278 －

流動資産合計 8,882,569 4,526,519

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,200,680 560,658

減価償却累計額 △724,421 △279,987

建物（純額） 1,476,258 280,670

構築物 21,081 9,461

減価償却累計額 △16,984 △8,876

構築物（純額） 4,097 585

車両運搬具 1,834 －

減価償却累計額 △1,671 －

車両運搬具（純額） 162 －

工具、器具及び備品 79,051 4,255

減価償却累計額 △23,697 △3,887

工具、器具及び備品（純額） 55,353 367

土地 1,155,588 209,143

有形固定資産合計 2,691,460 490,767

無形固定資産   

のれん 35,234 －

商標権 11,443 4,358

ソフトウエア 22,430 15,676

その他 11,807 45,817

無形固定資産合計 80,916 65,852

投資その他の資産   

投資有価証券 492,169 376,173

関係会社株式 83,345 3,167,413
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

出資金 0 －

長期貸付金 154,592 2,737,307

破産更生債権等 184  

長期前払費用 7,158 －

差入保証金 207,997 39,435

保険積立金 208,777 －

長期預金 303,678 －

その他 11,751 6,547

貸倒引当金  △793

投資その他の資産合計 1,469,654 6,326,084

固定資産合計 4,242,031 6,882,704

資産合計 13,124,600 11,409,224

負債の部   

流動負債   

買掛金 145,108 －

短期借入金 6,400,000 6,684,000

1年以内に返済予定の長期借入金 336,976 176,032

未払金 456,552 345,563

未払費用 3,357 3,282

未払法人税等 64,379 25,738

未払消費税等 33,068 －

前受金 34,880 100

預り金 31,022 6,746

その他 954 6,397

流動負債合計 7,506,299 7,247,860

固定負債   

長期借入金 1,146,404 556,737

退職給付引当金 167,383 11,207

長期預り金 430,047 －

その他 37,575 －

固定負債合計 1,781,410 567,944

負債合計 9,287,709 7,815,804
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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   

資本準備金 683,343 683,343

資本剰余金合計 683,343 683,343

利益剰余金   

利益準備金 23,016 27,146

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 241,154 △106,743

利益剰余金合計 264,170 △79,597

自己株式 △366 △438

株主資本合計 3,978,006 3,634,167

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △141,115 △40,747

評価・換算差額等合計 △141,115 △40,747

純資産合計 3,836,891 3,593,419

負債純資産合計 13,124,600 11,409,224
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高   

介護収入 5,462,531 1,799,185

商品売上高 631,571 164,921

教育事業売上 39,498 －

その他の売上高 1,177,342 1,020,076

売上高合計 7,310,944 2,984,183

売上原価   

介護原価 5,464,726 1,836,248

商品期首たな卸高 3,487 3,285

当期商品仕入高 506,465 123,551

合計 509,952 126,836

他勘定振替高 6,310 1,328

商品期末たな卸高 3,285 －

商品売上原価 500,357 125,508

教育事業原価 64,264 －

その他売上原価 160,640 51,470

売上原価合計 6,189,989 2,013,226

売上総利益 1,120,955 970,956

販売費及び一般管理費   

発送費 498 154

広告宣伝費 119,176 2,912

役員報酬 30,833 77,578

給料及び手当 298,283 284,713

給与負担金 － 162,229

退職給付費用 6,909 2,641

法定福利費 41,569 41,862

地代家賃 58,999 52,327

旅費及び交通費 25,611 24,639

車両費 7,567 4,032

リース料 106,148 82,072

租税公課 160,862 62,099

手数料 53,949 47,741

委託管理料 88,773 119,853

減価償却費 15,428 18,744

ソフトウエア償却費 36,057 6,706

貸倒引当金繰入額 13,129 －

その他 211,063 122,866

販売費及び一般管理費合計 1,274,863 1,113,174

営業損失（△） △153,908 △142,218
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 46,991 148,658

受取配当金 6,246 6,857

受取地代 7,959 6,510

補助金収入 272,714 －

その他 20,198 140,362

営業外収益合計 354,110 302,389

営業外費用   

支払利息 98,655 175,236

投資事業組合運用損 15,794 1,615

その他 5,710 2,642

営業外費用合計 120,160 179,493

経常利益 80,040 △19,322

特別利益   

役員保険解約益 － 3,092

事業所立退料 － 7,000

賞与引当金戻入額 584 81

特別利益合計 584 10,174

特別損失   

減損損失 11,959 －

固定資産除却損 282 －

投資有価証券評価損 4,154 214,385

関係会社株式評価損 － 44,000

その他 1,510 1,465

特別損失合計 17,906 259,851

税引前当期純利益 62,718 △268,999

法人税、住民税及び事業税 50,000 15,014

過年度法人税等還付金 △23,828 149

法人税等調整額 △37,377 18,299

法人税等合計 △11,205 33,463

当期純利益 73,924 △302,462
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,030,859 3,030,859

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,030,859 3,030,859

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 683,343 683,343

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 683,343 683,343

資本剰余金合計   

前期末残高 683,343 683,343

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 683,343 683,343

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 14,754 23,016

当期変動額   

利益準備金の積立額 8,261 4,130

当期変動額合計 8,261 4,130

当期末残高 23,016 27,146

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 258,103 241,154

当期変動額   

剰余金の配当 △82,611 △41,305

利益準備金の積立額 △8,261 △4,130

当期純利益 73,924 △302,462

当期変動額合計 △16,948 △347,898

当期末残高 241,154 △106,743

利益剰余金合計   

前期末残高 272,857 264,170

当期変動額   

剰余金の配当 △82,611 △41,305

利益準備金の積立額 － －

当期純利益 73,924 △302,462

当期変動額合計 △8,687 △343,767
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当期末残高 264,170 △79,597

自己株式   

前期末残高 △331 △366

当期変動額   

自己株式の取得 △35 △71

当期変動額合計 △35 △71

当期末残高 △366 △438

株主資本合計   

前期末残高 3,986,729 3,978,006

当期変動額   

剰余金の配当 △82,611 △41,305

当期純利益 73,924 △302,462

自己株式の取得 △35 △71

当期変動額合計 △8,723 △343,839

当期末残高 3,978,006 3,634,167

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △29,983 △141,115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111,131 100,367

当期変動額合計 △111,131 100,367

当期末残高 △141,115 △40,747

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △29,983 △141,115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111,131 100,367

当期変動額合計 △111,131 100,367

当期末残高 △141,115 △40,747

純資産合計   

前期末残高 3,956,745 3,836,891

当期変動額   

剰余金の配当 △82,611 △41,305

当期純利益 73,924 △302,462

自己株式の取得 △35 △71

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111,131 100,367

当期変動額合計 △119,854 △243,468

当期末残高 3,836,891 3,593,419
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 該当事項はありません。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記
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（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 濱中俊明（現 ㈱クロス・ロード代表取締役社長） 

取締役 板垣貴宏（現 ㈱ジャパンケアサービス東京本部長補佐 

          兼㈱ジャパンケアサービス東日本東京本部長補佐） 

・退任予定取締役 

取締役 徳山幸善（現 取締役副社長） 

・新任監査役候補 

（常勤）遠藤康弘（現 執行役員内部監査室長） 

・退任予定監査役 

（常勤）大塚和彦 

③就任予定日 

平成21年６月26日  

  

６．その他
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