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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 9,545 10.7 338 △26.6 295 △34.7 128 △43.8

21年3月期第1四半期 8,623 24.9 461 58.7 453 62.8 228 77.8

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

22年3月期第1四半期 20.05 ―

21年3月期第1四半期 35.69 ―

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

22年3月期第1四半期 21,789 3,100 14.2 483.88
21年3月期 18,868 3,036 16.1 473.84

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,100百万円 21年3月期  3,036百万円

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２）当社は、本日開催の取締役会において、平成21年10月１日を効力発生日として普通株式１株を２株に分割することを決議しており、平成22年３月期 
末の配当金額（予想）は、１株当たり10円の２分の１の５円となる予定です。詳細につきましては、本日（平成21年８月５日）公表の「株式の分割および株式 
の分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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  有  
（注２）通期の1株当たり当期純利益の計算基礎となる期中平均株式数は6,407,824株となっておりますが、当社は、本日開催の取締役会において、平成21
年10月１日を効力発生日として普通株式１株を２株に分割することを決議しておりますので、平成22年３月期通期の１株当たり当期純利益（予想）は、117 
円79銭の２分の１の58円89銭となる予定です。 

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

19,467 10.2 816 △16.6 717 △25.2 330 △32.2 51.56

通期 43,094 19.1 1,896 15.9 1,601 4.6 754 2.0 117.79



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 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 6,408,000株 21年3月期  6,408,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  176株 21年3月期  176株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 6,407,824株 21年3月期第1四半期 6,407,842株



当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、企業の在庫調整が進み一部で持ち直しの兆しがあるものの、生

産活動が極めて低い水準にあり設備投資の減少が続いております。また、失業率の上昇など雇用・所得情勢の一層

の悪化が懸念される中で個人消費も弱い動きとなっており、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

介護業界におきましては、介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、

法令遵守等の業務管理体制整備の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設、不正事業者による処分逃

れ対策など、介護保険法の一部改正が公布され、本年５月１日より施行されました。 

このような状況のもと、当社は引き続き内部監査体制を強化するとともに、金融商品取引法に基づく内部統制の

体制を整え、運用を実施してまいりました。 

 当社は介護保険サービス以外の事業を拡大し収益体質を強化するため、在宅介護事業に加えて有料老人ホーム事

業、人材開発事業の３事業を柱に引き続き成長戦略を進めておりますが、この戦略を推進するためには継続的な新

規設備投資が必要であり、その財源を確保するための安定した収益基盤の確立が不可欠であります。従って、「成

長と収益のバランス」を重視した経営を推進しております。 

 このような方針に基づき、在宅介護事業につきましては、デイサービスセンター、グループホーム等25ヵ所の新

設、既存ヘルパーステーション等７ヵ所の移転統合（事業所数の減少）を行いました。また、営業活動を強化して

利用者の確保に努め、これまで開設いたしましたデイサービスセンターの利用率を引上げて収益改善に取り組みま

した。 

 有料老人ホーム事業につきましては、介護付有料老人ホームを平成21年４月に愛媛県松山市に開設いたしまし

た。また、営業活動を強化して入居者の確保に努め、これまで開設した有料老人ホームの入居率の引き上げに注力

し収益改善に取り組みました。 

 人材開発事業につきましては、既存の人材派遣・職業紹介事業の基盤強化に注力するとともに、新たに立ち上げ

た介護・医療特化型求人サイト「ツクステ」の基盤拡充を推進してまいりました。 

 これによりまして、当第１四半期会計期間末における当社の事業所数は、47都道府県460ヵ所となりました。 

 なお、事業所の新規開設は、前年同期が人材開発事業の９ヵ所のみに対し、当会計期間は事業計画どおり、在宅

介護事業25ヵ所、有料老人ホームが１ヵ所となっております。 

 このため、前年同期と損益を比較すると、売上高は増加したものの、新規開設に伴う設備投資費用や人件費など

の費用の増加により利益は減少となっておりますが、事業計画を上回る状況で推移しております。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間における売上高は9,545百万円（前年同期比10.7％増）、営業利益は338百万

円（前年同期比26.6％減）、経常利益は295百万円（前年同期比34.7％減）、四半期純利益は128百万円（前年同期

比43.8％減）となりました。 

 また売上高を事業部門別に見てみますと、在宅介護事業の売上高は6,954百万円（前年同期比10.4％増）、有料老

人ホーム事業の売上高は1,053百万円（同13.3％増）、人材開発事業の売上高は1,536百万円（同11.0％増）となり

ました。 

  

  

（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、前事業年度末に比べ2,920百万円増加し21,789百万円とな

りました。主な増減要因は、未収入金の増加502百万円、リース資産の増加2,974百万円、ソフトウエアの増加456

百万円等に対し、売掛金の減少278百万円、ソフトウエア仮勘定の減少497百万円等であります。 

  負債は前事業年度末に比べ2,855百万円増加し18,688百万円となりました。主な増減要因は、短期借入金の増加 

480百万円、長期借入金の増加1,099百万円、リース債務の増加2,781百万円等に対し、１年内償還予定の社債の減

少1,000百万円、未払法人税等の減少352百万円等の結果であります。 

  純資産は前事業年度末に比べ64百万円増加し3,100百万円となりました。主な増減要因は四半期純利益による増

加128百万円に対し、配当金等の支払による減少64百万円であります。 

   (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。）の残高は1,178百万円と、前事

業年度末に比べ284百万円の減少となりました。  

  当第１四半期会計期間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使用した資金は110百万円（前年同期比150百万円資金減）となり

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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ました。これは主に、税引前四半期純利益の計上295百万円、未払金の増加452百万円等に対し、未収入金の増加502

百万円、法人税等の支払額496百万円等の結果であります。 

  

（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612百万円（前年同期比223百万円資金減）となりま

した。これは主に、無形固定資産の取得による支出274百万円、貸付け（建設協力金）による支出257百万円等による

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438百万円（前年同期比143百万円資金増）となりま

した。これは主に、長期借入れによる収入1,300百万円等に対し、社債の償還による支出1,000百万円等の結果であり

ます。   

  

  

 当第２四半期累計期間の業績予想につきましては、本日（平成21年８月５日）公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。  

 なお、通期の業績予想につきましては、先行きの経済環境が依然として不透明であり、今後の動向を慎重に見極

める必要があることから、従来どおりといたします。 

  

 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。  

  

  

 ・表示方法の変更 

 （四半期貸借対照表関係）  

 前事業年度まで「売掛金」に含めていた集金代行業者（個人負担金の口座引落し）への債権は、売掛金以外

の通常の取引で発生した未収入金として区分するため、当第１四半期会計期間より「未収入金」として表示し

ております。 

 なお、前事業年度の「売掛金」に含まれる「未収入金」の金額は398,584千円であります。  

  

（３）当社は、本日開催の取締役会において、平成21年10月１日を効力発生日として普通株式１株を２株に分割する

ことを決議しており、平成22年３月期末の配当金額（予想）は、１株当たり10円の２分の１の５円となる予定で

す。詳細につきましては、本日（平成21年８月５日）公表の「株式の分割および株式の分割に伴う定款の一部変

更に関するお知らせ」をご参照ください。なお、平成22年３月期第２四半期末の配当金につきましては、従来ど

おり１株当たり10円の予定です。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,045,893 2,269,800

売掛金 3,705,001 3,983,887

貯蔵品 32,967 34,807

前払費用 476,147 449,933

繰延税金資産 243,881 243,881

短期貸付金 188,886 222,023

未収入金 962,820 460,532

その他 43,525 42,490

貸倒引当金 △27,000 △23,168

流動資産合計 7,672,124 7,684,188

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 411,098 423,047

構築物（純額） 22,233 22,704

車両運搬具（純額） 170 185

工具、器具及び備品（純額） 60,939 44,971

土地 729,196 729,196

リース資産（純額） 6,247,241 3,272,824

建設仮勘定 19,000 37,270

有形固定資産合計 7,489,880 4,530,200

無形固定資産   

借地権 23,140 23,140

ソフトウエア 499,763 43,705

ソフトウエア仮勘定 － 497,861

その他 10,070 10,170

無形固定資産合計 532,974 574,876

投資その他の資産   

長期貸付金 3,109,371 3,325,314

従業員に対する長期貸付金 105,529 109,393

破産更生債権等 1,831 1,831

長期前払費用 892,686 856,025

繰延税金資産 109,544 109,544

敷金及び保証金 1,559,878 1,518,880

その他 317,119 160,458

貸倒引当金 △1,831 △1,831

投資その他の資産合計 6,094,129 6,079,616

固定資産合計 14,116,983 11,184,694

資産合計 21,789,108 18,868,883
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,375 4,307

短期借入金 1,530,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 1,015,444 1,040,444

1年内償還予定の社債 100,000 1,100,000

リース債務 205,396 108,827

未払金 2,623,109 2,553,398

未払費用 92,247 66,991

未払法人税等 193,792 546,247

前受金 511,863 565,345

預り金 278,787 255,690

賞与引当金 185,354 374,730

流動負債合計 6,738,371 7,665,982

固定負債   

社債 1,250,000 1,250,000

長期借入金 3,555,843 2,455,954

長期前受金 1,193,239 1,241,671

長期預り保証金 161,633 130,383

退職給付引当金 229,209 213,417

リース債務 5,560,164 2,875,212

固定負債合計 11,950,090 8,166,637

負債合計 18,688,461 15,832,620

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 1,452,327 1,387,943

自己株式 △130 △130

株主資本合計 3,100,646 3,036,262

純資産合計 3,100,646 3,036,262

負債純資産合計 21,789,108 18,868,883
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,623,080 9,545,021

売上原価 7,597,315 8,497,130

売上総利益 1,025,765 1,047,891

販売費及び一般管理費 564,374 709,259

営業利益 461,390 338,632

営業外収益   

受取利息 14,513 18,565

助成金収入 7,260 842

その他 1,938 4,020

営業外収益合計 23,712 23,427

営業外費用   

支払利息 22,096 57,430

社債利息 4,359 4,383

その他 5,372 4,362

営業外費用合計 31,828 66,176

経常利益 453,275 295,883

特別損失   

固定資産除却損 － 93

特別損失合計 － 93

税引前四半期純利益 453,275 295,789

法人税等 224,607 167,327

四半期純利益 228,667 128,462
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 453,275 295,789

減価償却費 19,521 112,921

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,000 3,831

賞与引当金の増減額（△は減少） △127,560 △189,375

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,004 15,792

受取利息及び受取配当金 △14,514 △18,565

支払利息 22,096 57,430

社債利息 4,359 4,383

シンジケートローン手数料 666 499

有形固定資産除却損 － 93

売上債権の増減額（△は増加） △190,950 278,885

未収入金の増減額（△は増加） △28,372 △502,288

たな卸資産の増減額（△は増加） △805 1,840

その他の流動資産の増減額（△は増加） △97,134 △24,282

仕入債務の増減額（△は減少） 404 △1,932

未払金の増減額（△は減少） 406,433 452,134

長期前受金の増減額（△は減少） 105,721 △92,945

長期預り保証金の増減額（△は減少） 379 28,250

その他の流動負債の増減額（△は減少） 41,266 8,126

その他の固定負債の増減額（△は減少） 2,023 －

その他 － 1,736

小計 616,815 432,327

利息及び配当金の受取額 14,443 18,514

利息の支払額 △26,211 △65,484

法人税等の支払額 △565,670 △496,280

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,377 △110,921

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 △60,584

有形固定資産の取得による支出 △3,341 △38,774

無形固定資産の取得による支出 △51,348 △274,991

敷金及び保証金の差入による支出 △26,657 △47,295

敷金及び保証金の回収による収入 360 5,596

貸付けによる支出 △157,816 △257,233

貸付金の回収による収入 54,181 62,092

その他 △2,468 △1,347

投資活動によるキャッシュ・フロー △388,995 △612,539
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） 700,000 480,000

長期借入れによる収入 － 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △307,911 △225,610

社債の償還による支出 － △1,000,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △51,037

配当金の支払額 △96,156 △64,383

財務活動によるキャッシュ・フロー 295,931 438,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,686 △284,492

現金及び現金同等物の期首残高 971,678 1,462,810

現金及び現金同等物の四半期末残高 917,991 1,178,318
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

2009/08/04 11:36:27

- 1 -



  

 a．事業の種類別セグメント情報 

（単位：千円） 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 ２．在宅介護事業のその他には、ショートステイ売上、福祉用具販売売上、緊急通報システム売上が含まれてお

ります。 

 ３. 人材開発事業には、人材派遣売上、職業紹介売上、求人サイト売上が含まれております。  

  

    

  b．所在地別セグメント情報 

    在外連結子会社および在外事業所がないため、該当事項はありません。  

  

６．その他の情報

事業部門別 
当第１四半期会計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同期比（％）

在宅介護事業     

通所介護（デイサービス）  3,636,688  118.7

訪問介護  1,679,456  102.2

訪問入浴介護  688,028  104.6

グループホーム  572,851  104.1

居宅介護支援（ケアプラン作成）  288,125  108.6

小規模多機能  29,317  159.5

その他  59,730  58.3

小計  6,954,197  110.4

有料老人ホーム事業  1,053,799  113.3

人材開発事業  1,536,734  111.0

その他の事業（保険売上）  290  4.3

合計  9,545,021  110.7
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