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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 15,166 △3.2 530 ― 388 ― 275 ―

21年3月期第3四半期 15,667 103.5 △997 ― △1,121 ― △1,540 ―

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3四半期 33.33 ―

21年3月期第3四半期 △186.45 ―

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3四半期 11,774 1,016 8.6 123.05
21年3月期 11,404 753 6.4 88.60

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,016百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 20,834 1.4 701 ― 534 ― 366 ― 44.32



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４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3四半期 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3四半期  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3四半期 8,260,568株 21年3月期第3四半期 8,261,020株



①経営環境 

当第３四半期連結会計期間における我が国の経済は、景気は持ち直してきたものの、失業率が高水準にあるなど

依然として厳しい状況が続きました。輸出や生産は増加を続けており、個人消費は経済対策の効果などから持ち直

しが続いています。先行きについては持ち直し傾向が続くことが期待されるものの、雇用情勢の一層の悪化やデフ

レの影響など、景気を下押しするリスクが存在しています。 

介護サービス業界においては、平成21年10月から、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」の交付が開始されました。さらに、平成21年12月８日に閣議決定された「明日の

安心と成長のための緊急経済対策」においては、介護分野を成長重点分野の一つと位置づけ、緊急雇用創造を推進

することとしています。 

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）の業績は、前年同期比で大幅に改善しました。

そして、第１四半期連結会計期間、第２四半期連結会計期間に比しても営業利益、経常利益および四半期純利益が

最高となりました。これは前連結会計年度より取り組んできた稼働率の向上や人員配置の適正化により効率的な事

業所運営が完全に定着し、利益体質への転換が図られたことによるものです。また、㈱コムスン承継事業の通所介

護、小規模多機能型居宅介護については、承継時には大幅な損失を計上しておりましたが、経営改革が進み、当第

３四半期連結会計期間を通じて２事業合算で黒字化することができました。今後はさらに利益に貢献し、事業の大

きな柱になると確信しています。 

また、平成21年12月にグループ統一の新しい就業規則および人事制度を導入し、社員の処遇改善を図るとともに

人事評価に基づく昇給の仕組みや働きがいのある賃金体系へ変更したことにより、今後の人材確保に有効に働くも

のと期待しています。 

なお、処遇改善の原資に介護職員処遇改善交付金を活用したため人件費の上昇はなく、むしろ就業規則および人

事制度がグループで一本化したことにより、今後は人事管理、労務管理に関する業務の効率化を図ることができ、

販管費の削減にもつながるものと考えております。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間は、売上高5,014百万円（前年同四半期比は5.3％減）、営業利益216百万

円（前年同四半期は68百万円の営業損失）、経常利益171百万円（前年同四半期は125百万円の経常損失）、四半期

純利益151百万円（前年同四半期は261百万円の四半期純損失）となりました。 

③キャッシュ・フロー  

当第３四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・フローが590百万円の収入、

投資活動によるキャッシュ・フローが11百万円の収入、財務活動によるキャッシュフローが46百万円の収入となり

ました。この結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ648百

万円増加し、1,283百万円（前年同四半期比3.8％増）となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益172百万円を計上し、未収入金22百万円、未払金

309百万円、売上債権81百万円の増加等により、590百万円の収入となり、前年同四半期に比べ300百万円増加いたし

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11百万円の収入となりました。これらの主な要因は、差入保証金・敷金の

回収８百万円等によるもので、前年同四半期に比べ48百万円支出が増加いたしました。 

(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46百万円の収入となりました。これらの主な要因は、短期借入金の調達200

百万円、長期借入金の返済による支出151百万円等によるもので、前年同四半期に比べ96百万円支出が増加いたしま

した。 

  

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
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ370百万円増加し、11,774百万円となりまし

た。これらは、主に現金及び預金387百万円、投資その他の資産171百万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107百万円増加し、10,758百万円となりました。これらは、主

にその他の固定負債258百万円等の増加によるものです。 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ262百万円増加し、1,016百万円となりました。これらは、主

に利益剰余金275百万円等の増加によるものです。 

  

 当第３四半期連結累計期間において、営業利益、経常利益および四半期純利益とも計画どおりに進捗しているた

め、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はなく、通期の経常利益は

過去最高益になる見込みです。要因は、㈱コムスンから承継した事業の改革が完了し、売上原価の低減により売上総

利益が大幅に増加したこと、また、売上規模が拡大したことによるスケール・メリットで売上高に対する販管費率が

大幅に低下したこと等にあります。一連の経営改革や事業構造の転換が進んだ結果であります。 

  

  

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、連結会計年度に係わ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。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,373,960 986,581

受取手形及び売掛金 3,278,076 3,363,884

商品 3,934 3,235

貯蔵品 98,329 111,869

その他 520,790 381,887

貸倒引当金 △47,531 △7,264

流動資産合計 5,227,559 4,840,192

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,657,952 1,804,528

土地 1,160,375 1,160,375

その他（純額） 45,196 45,263

有形固定資産合計 2,863,525 3,010,167

無形固定資産   

のれん 1,508,494 1,575,387

その他 126,899 101,857

無形固定資産合計 1,635,394 1,677,244

投資その他の資産   

投資その他の資産 2,050,678 1,879,366

貸倒引当金 △2,378 △2,494

投資その他の資産合計 2,048,300 1,876,872

固定資産合計 6,547,220 6,564,284

資産合計 11,774,779 11,404,477

負債の部   

流動負債   

買掛金 173,003 178,178

短期借入金 4,979,585 7,013,716

未払金 1,278,215 1,055,975

未払法人税等 64,129 74,874

その他 355,993 267,618

流動負債合計 6,850,926 8,590,363

固定負債   

長期借入金 2,893,497 1,312,599

退職給付引当金 180,394 172,025

負ののれん 10,989 11,451

その他 822,539 564,147

固定負債合計 3,907,420 2,060,222

負債合計 10,758,347 10,650,586
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 △2,665,841 △2,941,142

自己株式 △438 △438

株主資本合計 1,047,922 772,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,065 △40,747

繰延ヘッジ損益 △4,424 －

評価・換算差額等合計 △31,490 △40,747

少数株主持分 － 22,017

純資産合計 1,016,432 753,891

負債純資産合計 11,774,779 11,404,477
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 15,667,620 15,166,523

売上原価 14,525,526 12,741,755

売上総利益 1,142,094 2,424,767

販売費及び一般管理費 2,139,184 1,894,631

営業利益又は営業損失（△） △997,090 530,136

営業外収益   

受取利息 17,017 15,323

受取配当金 6,857 6,537

その他 35,550 21,624

営業外収益合計 59,425 43,485

営業外費用   

支払利息 154,922 148,920

その他 28,413 36,321

営業外費用合計 183,336 185,241

経常利益又は経常損失（△） △1,121,001 388,380

特別利益   

前期損益修正益 － 10,807

事業譲渡益 － 22,247

その他 13,124 17,093

特別利益合計 13,124 50,148

特別損失   

固定資産除却損 － 23,551

リース解約損 － 25,320

減損損失 － 31,271

投資有価証券評価損 209,051 968

事業再編損失 154,860 －

その他 2,936 17,260

特別損失合計 366,849 98,371

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（△）

△1,474,726 340,157

法人税、住民税及び事業税 64,977 59,455

法人税等調整額 899 －

法人税等合計 65,876 59,455

少数株主利益又は少数株主損失（△） △345 5,400

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,540,256 275,301

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



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,297,208 5,014,122

売上原価 4,622,189 4,163,428

売上総利益 675,018 850,694

販売費及び一般管理費 743,376 633,836

営業利益又は営業損失（△） △68,358 216,857

営業外収益   

受取利息 5,356 5,507

受取配当金 1,742 1,742

その他 7,679 5,598

営業外収益合計 14,778 12,848

営業外費用   

支払利息 53,590 49,944

その他 18,826 8,480

営業外費用合計 72,416 58,424

経常利益又は経常損失（△） △125,996 171,281

特別利益   

事業譲渡益 － 7,425

その他 2,901 45

特別利益合計 2,901 7,470

特別損失   

リース解約損 － 5,084

投資有価証券評価損 107 －

事業再編損失 115,645 －

その他 1,826 793

特別損失合計 117,579 5,878

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（△）

△240,674 172,873

法人税、住民税及び事業税 20,102 19,608

法人税等調整額 △24 1,394

法人税等合計 20,078 21,002

少数株主利益 374 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △261,127 151,870
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

△1,474,726 340,157

減価償却費 196,693 148,925

のれん償却額 99,962 73,811

負ののれん償却額 △462 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,582 8,369

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,299 40,150

受取利息及び受取配当金 △23,874 △21,860

支払利息 154,922 148,920

投資有価証券評価損 209,051 968

固定資産除却損 － 23,551

減損損失 － 31,271

事業譲渡損益（△は益） － △22,247

補助金収入 － △7,000

売上債権の増減額（△は増加） 354,219 90,325

たな卸資産の増減額（△は増加） 96,202 12,841

未収入金の増減額（△は増加） △3,900 △113,984

その他資産の増減額（△増加） △1,396 －

仕入債務の増減額（△は減少） △56,018 △5,175

未払金の増減額（△は減少） 144,234 260,028

その他負債の増減額（△減少） 91,827 －

その他 － 97,541

小計 △201,546 1,106,593

利息及び配当金の受取額 28,562 26,385

利息の支払額 △164,578 △143,844

補助金の受取額 119,714 7,000

法人税等の支払額 △64,042 △65,223

営業活動によるキャッシュ・フロー △281,890 930,910

投資活動によるキャッシュ・フロー   

拘束性預金の増減額（△は増加） △98,298 △27,988

有形固定資産の取得による支出 △34,891 △10,074

無形固定資産の取得による支出 － △43,340

有形固定資産の売却による収入 11,372 －

関係会社株式の取得による支出 － △34,800

新規連結子会社の取得による支出 △86,405 －

貸付金の回収による収入 904 428

事業譲渡による収入 － 27,380

敷金及び保証金の差入による支出 △28,344 △5,281

敷金及び保証金の回収による収入 59,113 55,763

長期前払費用の取得による支出 － △96,176

保険積立金の解約による収入 211,869 －

その他 34,852 20,896

投資活動によるキャッシュ・フロー 70,173 △113,192
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 494,645 △2,384,000

長期借入れによる収入 － 2,276,000

長期借入金の返済による支出 △284,464 △345,233

自己株式の取得による支出 △71 －

リース債務の返済による支出 － △4,773

配当金の支払額 △41,464 △319

財務活動によるキャッシュ・フロー 168,644 △458,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △43,072 359,391

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 1,236,418 1,283,496
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年12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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

ホームケア事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益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。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

海外売上高がないため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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（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12月31日現在）    （平成21年12月31日現在）

                              （千円）            （千円）

  

６．その他の情報

 現金及び預金勘定 1,298,699 1,373,960

 預入期間が３ヶ月を超える 

 定期預金及び拘束性預金  
△62,280 △90,464

 現金及び現金同等物 1,236,418 1,283,496
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