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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 5,166 △0.3 179 ― 140 ― 115 ―

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

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 13.95 ―

21年3月期第1四半期 △69.96 ―

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 11,367 925 7.9 108.77
21年3月期 11,404 753 6.4 88.60

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  898百万円 21年3月期  731百万円

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

21年3月期 ― ― ― ― ―

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成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）

（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 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) 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、４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） 

(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 

本資料に記載されている業績の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、添付資料の３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 無

② ①以外の変更 無

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 8,262,000株 21年3月期  8,262,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,432株 21年3月期  1,432株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 8,260,568株 21年3月期第1四半期 8,261,020株
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①経営環境 

 当第１四半期連結会計期間においては、景気は厳しい状況にあるものの持ち直しの動きが見られるようになりまし

た。企業収益は大幅に減少しつつも在庫調整が一巡し、一部には持ち直しの動きが見られ、個人消費も全体としては

弱めの動きながら持ち直しの動きが見られています。しかしながら雇用情勢は急速に悪化し、依然厳しい状況にあり

有効求人倍率は低下を続けている状況です。 

 介護サービス業界においては、介護従事者の処遇改善を主目的とする介護報酬改定（改定率3.0%）が平成21年４月

から施行され、さらに平成21年10月には経済危機対策における成長戦略の一環として、介護基盤の緊急整備を目的と

する基金の創設や介護分野における雇用創出、処遇改善、人材養成等を目的とする介護職員処遇改善交付金の創設等

が予定されています。このような中、これまで高い水準が続いていた社会福祉専門職の有効求人倍率は平成21年６月

には0.95となり（有効求人数が減少し、有効求職数が増加）、他産業における雇用情勢の悪化の影響を受け、人材確

保の環境が変化してきている状況にあります。 

  

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）においては、利用者数は横ばいながらも平成21年

４月からの介護報酬改定が好影響を及ぼしたため売上高は計画を上回り、また前連結会計年度に講じた経営改善策の

効果が持続しており、従業員への賃上げを実施したものの、前年同期および前第４四半期連結会計期間に比して原価

率は大幅に低減しております。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間は、売上高5,166百万円、営業利益179百万円、経常利益140百万円、四半

期純利益115百万円となり、前第４四半期連結会計期間に引き続き営業利益、経常利益が黒字となりました。 

これらの経営改善効果および介護報酬改定効果は当連結会計年度通期にわたり好影響を及ぼすものであり、当連結

会計年度は通期で営業利益、経常利益、当期純利益の黒字化を見込んでおります。 

したがって、本決算短信においては「継続企業の前提に関する重要事象等」は存在しないものとして当該事項の記

載をいたしておりません。 

  

③キャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間末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127百万円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローが91百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが219百万円の支出

となりました。この結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ183百万円減少し、

740百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果キャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益141百万円を計上し、売上債権55百万円の増加、

未収入金23百万円、未払金14百万円、たな卸資産4百万円の減少等により、127百万円の収入となりました。 

（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91百万円の支出となりました。これらの主な要因は無形固定資産の取得によ

る支出44百万円、長期前払費用の取得による支出92百万円、事業譲渡による収入20百万円、敷金及び保証金の回収17

百万円等によるものです。 

（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219百万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減少104百

万円、長期借入金の返済による支出115百万円等によるものであります。 

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ37百万円減少し、11,367百万円となり

ました。これらは、主に現金及び預金185百万円減少するものの、受取手形及び売掛金73百万円等の増加によるもの

です。 

 負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ209百万円減少し、10,441百万円となりました。これらは、主 

に短期借入金104百万円減少、長期借入金92百万円等の減少によるものです。 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ172百万円増加し、925百万円となりました。これらは、主に

利益剰余金115百万円増加とその他有価証券評価差額金51百万円等の増加によるものです。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に変更ありません。 

  

  

 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。  

  

該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 801,080 986,581

受取手形及び売掛金 3,437,793 3,363,884

商品及び製品 3,347 3,235

原材料及び貯蔵品 107,002 111,869

その他 409,419 381,887

貸倒引当金 △2,179 △7,264

流動資産合計 4,756,464 4,840,192

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,160,375 1,160,375

その他（純額） 1,802,735 1,849,791

有形固定資産合計 2,963,110 3,010,167

無形固定資産   

のれん 1,550,875 1,575,387

その他 139,147 101,857

無形固定資産合計 1,690,022 1,677,244

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,960,030 1,879,366

貸倒引当金 △2,464 △2,494

投資その他の資産合計 1,957,566 1,876,872

固定資産合計 6,610,699 6,564,284

資産合計 11,367,164 11,404,477

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 184,389 178,178

短期借入金 6,580,000 6,684,000

未払法人税等 24,655 74,874

その他 1,666,378 1,653,310

流動負債合計 8,455,423 8,590,363

固定負債   

長期借入金 1,219,812 1,312,599

退職給付引当金 174,995 172,025

負ののれん 11,297 11,451

その他 579,724 564,147

固定負債合計 1,985,829 2,060,222

負債合計 10,441,253 10,650,586
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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 683,343 683,343

利益剰余金 △2,825,916 △2,941,142

自己株式 △438 △438

株主資本合計 887,847 772,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,645 △40,747

評価・換算差額等合計 10,645 △40,747

少数株主持分 27,418 22,017

純資産合計 925,911 753,891

負債純資産合計 11,367,164 11,404,477

㈱ジャパンケアサービスグループ（7566）平成22年３月期　第１四半期決算短信

- 6 -



（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）

前第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) 

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

売上高 5,181,545 5,166,859

売上原価 5,040,721 4,361,095

売上総利益 140,824 805,764

販売費及び一般管理費 684,598 626,354

営業利益又は営業損失（△） △543,774 179,410

営業外収益   

受取利息 5,127 4,789

受取配当金 4,955 4,635

その他 21,522 8,233

営業外収益合計 31,605 17,658

営業外費用   

支払利息 50,262 48,687

その他 5,299 7,796

営業外費用合計 55,561 56,484

経常利益又は経常損失（△） △567,731 140,584

特別利益   

前期損益修正益 － 10,807

事業譲渡益 － 15,023

その他 7,415 15,163

特別利益合計 7,415 40,994

特別損失   

減損損失 － 23,231

固定資産除却損 － 8,953

その他 125 8,244

特別損失合計 125 40,430

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△560,441 141,148

法人税、住民税及び事業税 18,189 20,521

法人税等合計 18,189 20,521

少数株主利益又は少数株主損失（△） △707 5,400

四半期純利益又は四半期純損失（△） △577,923 115,225
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△560,441 141,148

減価償却費 66,733 65,917

のれん償却額 33,320 24,357

負ののれん償却額 △154 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △80 2,970

貸倒引当金の増減額（△は減少） △447 △5,115

受取利息及び受取配当金 △10,082 △9,424

支払利息 50,262 48,687

固定資産除却損 － 8,953

減損損失 － 23,231

事業譲渡損益（△は益） － △15,023

売上債権の増減額（△は増加） 87,469 △55,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,162 4,754

未収入金の増減額（△は増加） 243,999 23,875

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 6,210

未払金の増減額（△は減少） △81,112 △14,807

その他債務の増減額（△減少） 87,594 －

その他 － △16,474

小計 △138,637 234,217

利息及び配当金の受取額 24,536 23,112

利息の支払額 △64,027 △65,275

補助金の受取額 119,714 －

法人税等の支払額 △59,273 △64,523

営業活動によるキャッシュ・フロー △117,688 127,531

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 1,841

有形固定資産の取得による支出 △21,679 △896

無形固定資産の取得による支出 － △44,060

貸付金の回収による収入 387 155

事業譲渡による収入 － 20,155

敷金及び保証金の差入による支出 △12,718 △1,970

敷金及び保証金の回収による収入 4,672 17,266

長期前払費用の取得による支出 － △92,036

新規連結子会社の取得による支出 △86,405 －

その他 18,294 7,607

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,933 △91,937
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(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） 496,000 △104,000

長期借入金の返済による支出 △116,546 △115,244

配当金の支払額 △25,406 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 354,047 △219,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,425 △183,659

現金及び現金同等物の期首残高 1,279,491 924,105

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,329,916 740,446
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

                      （平成20年６月30日現在）    （平成21年６月30日現在）

                              （千円）            （千円）

  

（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

６．その他の情報

注記事項

 現金及び預金勘定 1,382,383 801,080

 預入期間が３ヶ月を超える 

 定期預金及び拘束性預金  
△52,467 △60,634

 現金及び現金同等物 1,329,916 740,446
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