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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 20,046 △2.4 726 ― 543 ― 368 ―

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

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 ％ ％ ％

22年3月期 44.64 ― 39.7 4.8 3.6
21年3月期 △200.28 ― △108.2 △9.1 △4.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 11,058 1,124 10.2 136.11
21年3月期 11,404 753 6.4 88.60

（参考） 自己資本   22年3月期  1,124百万円 21年3月期  731百万円

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

22年3月期 682 91 △913 784
21年3月期 △260 58 △152 924

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 82 22.4 8.9

23年3月期 
（予想）

― 0.00 5.00 10.00 15.00 15.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

10,228 0.7 354 13.0 272 25.3 100 △18.6 12.17

通期 21,562 7.6 1,181 62.6 1,042 91.7 803 117.9 97.29



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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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  1,432株 21年3月期  1,432株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 1,268 △57.5 240 ― 211 ― 301 ―

21年3月期 2,984 ― △142 ― △19 ― △302 ―

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

22年3月期 36.49 ―

21年3月期 △36.61 ―

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 11,214 3,918 34.9 474.36
21年3月期 11,409 3,593 31.5 435.01

（参考） 自己資本 22年3月期  3,918百万円 21年3月期  3,593百万円

※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、
添付資料の３ページを参照して下さい。 



(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、景気は着実に持ち直してきたものの、自律的回復力はなお弱く、失業率

が高水準にあるなど厳しい状況が続きました。輸出や生産は増加しており、個人消費は経済対策の効果などから持

ち直しています。先行きについては、当面、雇用情勢の厳しさが残り、デフレの影響など、景気を下押しするリス

クが存在するものの、持ち直し傾向が続くことが期待されます。 

介護サービス業界においては、平成21年４月から、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%）が施行され、平成21年10月からは、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当連結会計年度の経営成績 

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、事業構造の転換が進んだことによ

り、前連結会計年度に比して大幅に改善したのみならず、営業利益、経常利益および当期純利益において当初計画

を達成し、いずれも過去 高益となりました。 

これは主力の訪問介護事業のケア稼働率の向上や、㈱コムスンから承継した通所介護事業、小規模多機能型居宅

介護事業の利用者増と稼働率の向上など、前連結会計年度より取り組んできた経営改革が完了し、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に加え、売上規模が拡大したことによるスケール・メリットが働き、売上

高に対する販管費率が大幅に低下したことによるものです。 

また、介護報酬改定に伴い一律の賃上げを実施したことに加え、平成21年12月に新しい就業規則および人事制度

を導入し、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を採用しました。これらの施策を通じて働きが

いのある賃金体系としたため、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実質的な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、当連結会計年度は、売上高20,046百万円（前期は20,548百万円）、営業利益726百万円（前期は975

百万円の営業損失）、経常利益543百万円（前期は1,117百万円の経常損失）、当期純利益368百万円（前期は1,654

百万円の当期純損失）となりました。 

  

③次期の見通し  

次期は中期経営計画（平成21年度～平成23年度）の中間年度に当たります。中期経営計画においては、当連結会

計年度は「事業構造の転換を進め、業績回復を図る年度」と位置づけており、当初計画どおり進捗することができ

ました。次期は「次期成長に向けた基盤を整備する年度」と位置づけており、以下の重点課題に取り組みます。 

a. 主力の訪問介護事業については、サービスの質のさらなる向上に努め、質の高い事業所に認められる特定事 

業所加算（一定の要件を満たすと介護報酬が10%または20%加算される制度）の取得を推進し、収益性を一層 

高めます。 

b. 通所介護事業および小規模多機能型居宅介護事業については、単月での黒字化は達成しましたが、利用者増 

と稼働率の向上をさらに推し進め、通期で黒字化します。 

c. 中・重度の要介護高齢者の在宅介護を支えるサービス・システムの開発や社会保障制度では満たされない高 

齢者のニーズにも応える生活利便サービスの開発に着手します。 

以上の取り組みの結果、次期は売上高21,562百万円、営業利益1,181百万円、経常利益1,042百万円、当期純利益

803百万円となり、 高益を更新する見通しです。 

  

(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345百万円減少し、資産残高は11,058百万円となりま

した。これらは、主に受取手形及び売掛金が241百万円減少、現金及び預金110百万円減少、固定資産は有形固定資

産および無形固定資産が336百万円減少、投資その他の資産199百万円の増加によるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ716百万円減少し、負債残高は、9,934円百万円となりました。こ

れらは、主に短期借入金の一部を長期借入金へシフトしたことにより、短期借入金2,644百万円減少、１年内返済

予定の長期借入金及び長期借入金は1,738百万円増加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370百万円増加し、当連結会計年度末における純資産残高は

1,124百万円となりました。これらは主に当期純利益368百万円の計上とその他有価証券評価差額金27百万円の増加

１．経営成績及び財政状態



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ュ・フローが682百万円の収入、投資活

動によるキャッシュ・フローが91百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが913百万円の支出となりま

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、前期末に比べ139百万円減少し、784百万円となりま

した。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益224百万円を計上し、未収入金169百万円、未払金

82百万円の増加、売上債権237百万円、たな卸資産15百万円の減少等により、682百万円の収入となり、前年同期に

比べ943百万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91百万円の収入となりました。これらの主な要因は無形固定資産の取得に

よる支出43百万円、投資有価証券の取得による支出34百万円、拘束性預金の取崩による収入175百万円、差入保証

金・敷金の回収62百万円等によるもので、前年同期に比べ32百万円収入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913百万円の支出となりました。これらの主な要因は、短期借入金から長

期借入金へのシフト2,276百万円、短期借入金の返済368百万円、長期借入金の返済537百万円等の支出よるもので

す。前年同期に比べ760百万円支出が増加いたしました。 

  

(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。当期につきましては業績状況に鑑み、１株当たり10

円の配当をさせていただく予定です。  

  なお、次期は業績がさらに向上する見通しであり、普通配当１株当たり10円に加え、記念配当１株当たり５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 

 該当事項はありません。  



 当連結会計年度において、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21年８月24日付、株式会社ジャパンケアドリームを設立し、当連結会計年度より連結の範囲に含めてお

り、平成21年10月１日、株式会社ジャパンケアサービスを吸収合併存続会社とし、株式会社クロス・ロードを吸収合

併消滅会社として合併しております。当連結会計年度末における事業系統図を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21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 

   (大阪証券取引所 ジャスダック市場ホームページ(「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



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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 986,581 875,927

受取手形及び売掛金 3,363,884 3,122,513

商品 3,235 4,315

貯蔵品 111,869 95,146

繰延税金資産 126,553 112,080

その他 255,333 430,498

貸倒引当金 △7,264 △9,357

流動資産合計 4,840,192 4,631,125

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,795,962 2,591,730

減価償却累計額 △991,433 △1,053,505

建物及び構築物（純額） 1,804,528 1,538,225

土地 1,160,375 1,160,375

リース資産 － 38,188

減価償却累計額 － △7,956

リース資産（純額） － 30,232

その他 115,253 64,927

減価償却累計額 △69,990 △47,618

その他（純額） 45,263 17,309

有形固定資産合計 3,010,167 2,746,142

無形固定資産   

のれん 1,575,387 1,483,613

ソフトウエア 17,091 73,088

ソフトウエア仮勘定 34,010 －

その他 50,756 48,364

無形固定資産合計 1,677,244 1,605,066

投資その他の資産   

投資有価証券 376,173 396,903

長期貸付金 3,690 3,139

長期未収入金 473,277 441,884

繰延税金資産 － 239,362

その他 1,026,224 997,973

貸倒引当金 △2,494 △2,988

投資その他の資産合計 1,876,872 2,076,275

固定資産合計 6,564,284 6,427,485

資産合計 11,404,477 11,058,610



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 178,178 167,259

短期借入金 6,684,000 4,040,000

1年内返済予定の長期借入金 329,716 666,143

リース債務 － 10,024

未払金 1,055,975 1,100,793

未払法人税等 74,874 80,399

その他 267,618 253,242

流動負債合計 8,590,363 6,317,863

固定負債   

長期借入金 1,312,599 2,714,456

退職給付引当金 172,025 238,692

負ののれん 11,451 10,989

その他 564,147 652,257

固定負債合計 2,060,222 3,616,395

負債合計 10,650,586 9,934,259

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 △2,941,142 △2,572,376

自己株式 △438 △438

株主資本合計 772,621 1,141,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,747 △13,160

繰延ヘッジ損益 － △3,876

評価・換算差額等合計 △40,747 △17,036

少数株主持分 22,017 －

純資産合計 753,891 1,124,351

負債純資産合計 11,404,477 11,058,610



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 20,548,196 20,046,316

売上原価 18,807,039 16,846,146

売上総利益 1,741,157 3,200,170

販売費及び一般管理費 2,716,381 2,473,203

営業利益又は営業損失（△） △975,224 726,966

営業外収益   

受取利息 22,532 20,093

受取配当金 6,857 6,537

受取地代 9,854 9,635

その他 39,683 18,840

営業外収益合計 78,928 55,106

営業外費用   

支払利息 203,647 195,449

投資事業組合運用損 1,615 2,618

その他 16,266 40,181

営業外費用合計 221,529 238,249

経常利益又は経常損失（△） △1,117,825 543,823

特別利益   

前期損益修正益 － 10,807

事業譲渡益 － 22,247

事業所立退料 16,050 7,651

貸倒引当金戻入額 17,652 －

補助金収入 － 10,000

その他 3,752 2,442

特別利益合計 37,455 53,148

特別損失   

固定資産除却損 446 23,551

減損損失 68,214 145,617

投資有価証券評価損 214,385 968

リース解約損 － 24,581

事業再編損失 203,324 －

貸倒損失 － 129,719

過去勤務債務償却額 － 31,017

その他 2,264 17,258

特別損失合計 488,636 372,712

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,569,005 224,259

法人税、住民税及び事業税 66,872 74,780

法人税等調整額 18,299 △224,688

法人税等合計 85,171 △149,908

少数株主利益 282 5,400



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,654,460 368,766



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 △1,245,377 △2,941,142

当期変動額   

剰余金の配当 △41,305 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,654,460 368,766

当期変動額合計 △1,695,765 368,766

当期末残高 △2,941,142 △2,572,376

自己株式   

前期末残高 △366 △438

当期変動額   

自己株式の取得 △71 －

当期変動額合計 △71 －

当期末残高 △438 △438

株主資本合計   

前期末残高 2,468,458 772,621

当期変動額   

剰余金の配当 △41,305 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,654,460 368,766

自己株式の取得 △71 －

当期変動額合計 △1,695,836 368,766

当期末残高 772,621 1,141,388



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 △141,115 △40,747

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 100,367 27,587

当期変動額合計 100,367 27,587

当期末残高 △40,747 △13,160

繰延ヘッジ損益   

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） － △3,876

当期変動額合計 － △3,876

当期末残高 － △3,876

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △141,115 △40,747

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 100,367 23,711

当期変動額合計 100,367 23,711

当期末残高 △40,747 △17,036

少数株主持分   

前期末残高 － 22,017

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,017 △22,017

当期変動額合計 22,017 △22,017

当期末残高 22,017 －

純資産合計   

前期末残高 2,327,342 753,891

当期変動額   

剰余金の配当 △41,305 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,654,460 368,766

自己株式の取得 △71 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 122,384 1,694

当期変動額合計 △1,573,451 370,460

当期末残高 753,891 1,124,351



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,569,005 224,259

減価償却費 261,237 196,889

のれん償却額 132,666 98,538

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,706 66,667

貸倒引当金の増減額（△は減少） △67,163 2,586

受取利息及び受取配当金 △29,389 △26,630

支払利息 203,647 195,449

投資有価証券評価損益（△は益） 214,385 968

固定資産除却損 446 23,551

減損損失 68,214 145,617

事業譲渡損益（△は益） － △22,247

補助金収入 － △10,000

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） 519,066 237,921

たな卸資産の増減額（△は増加） 100,975 15,642

未収入金の増減額（△は増加） 269,161 △169,466

仕入債務の増減額（△は減少） △67,857 △10,919

未払金の増減額（△は減少） △249,497 82,229

その他 82,449 △143,520

小計 △142,320 907,535

利息及び配当金の受取額 29,158 26,673

利息の支払額 △205,898 △190,969

補助金の受取額 119,714 7,000

法人税等の支払額 △61,516 △67,504

営業活動によるキャッシュ・フロー △260,863 682,735

投資活動によるキャッシュ・フロー   

拘束性預金の増減額 △98,494 175,406

有形固定資産の取得による支出 △38,033 △18,185

有形固定資産の売却による収入 11,388 －

無形固定資産の取得による支出 △34,046 △43,340

投資有価証券の取得による支出 － △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 1,091 551

事業譲渡による収入 － 27,380

差入保証金・敷金の支出 △30,564 △8,534

差入保証金・敷金の回収 75,053 62,896

長期前払費用の取得による支出 － △152,501

保険積立金の解約による収入 211,869 －



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

その他 46,562 82,412

投資活動によるキャッシュ・フロー 58,422 91,285

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） 272,645 △2,644,000

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 △381,857 △537,716

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 － △7,160

配当金の支払額 △41,353 △319

その他 △2,308 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,945 △913,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △355,386 △139,175

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期末残高 924,105 784,929



 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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 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、当連結会計年度

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

道等12社を吸収合併消滅会社として合併し

ました。 

平成20年８月１日付、株式会社ジャパン

ケアサービスグループから株式会社ジャパ

ンケアサービスへの介護事業の吸収分割を

しました。株式会社ジャパンケアサービス

を分割会社とし、当社の完全子会社である

株式会社ジャパンケアサービスグループを

分割準備会社として設立し、この分割準備

会社を分割期日をもって事業承継会社とす

る分社型吸収分割（物的分割）でありま

す。 

なお、分割期日をもちまして、分割会社

は株式会社ジャパンケアサービスグループ

に分割準備会社は株式会社ジャパンケアサ

ービスに商号変更しました。  

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 

株式会社ジャパンケアドリーム     

  

 平成21年８月24日付、株式会社ジャパン

ケアドリームを設立し、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。 

 平成21年10月１日付、株式会社ジャパン

ケアサービスを吸収合併存続会社とし、株

式会社クロス・ロード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 



  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

 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。  

＜時価のないもの＞ 

同左 

  

②たな卸資産 

 商品 

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日公表分)が適用され

たことに伴い、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 

②たな卸資産 

 商品 

同左 

  

  

―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

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（リース資産を除く) 

  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 



  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ②無形固定資産(リース資産を除く) 

 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。 

（会計処理の変更） 

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、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。 

また、当連結会計年度において発生した

リース取引はありません。 

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 

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。 

過去勤務債務は、その発生時の連結会計

年度に全額費用として一括処理しており

ます。 



  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）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 

(5）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 



表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日 内閣

府令第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「原材

料及び貯蔵品」は、それぞれ4百万円、213百万円であり

ます。 

―――――― 



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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

  （千円）

現金及び預金勘定  986,581

預入期間が３か月を超える定期預

金及び拘束性預金 
 △62,476

現金及び現金同等物  924,105

  （千円）

現金及び預金勘定  875,927

預入期間が３か月を超える定期預

金及び拘束性預金 
 △90,997

現金及び現金同等物  784,929

２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに株式会社クロス・ロードを

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに株式会社クロス・ロード株式の取得価額と株式

会社クロス・ロード取得のための支出(純額)との関係

は次のとおりであります。 

  （千円）

流動資産  171,623

固定資産（除くのれん）  48,756

のれん  72,514

流動負債  △78,495

固定負債  △33,212

少数株主持分   △21,734

株式の取得価額  159,452

現金及び現金同等物  △73,047

取得のための支出  86,405

  



前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）および当連結会計年度（自 平成21年４月

１日 至 平成22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20年４月１日 至 平成21年３月31日）および当連結会計年度（自 平成21年４月

１日 至 平成22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。 

  

（注）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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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

１株当たり純資産額  136.11 円

１株当たり当期純利益金額  44.64 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金額につい

ては、潜在株式は存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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)  △1,654,460  368,766

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) 
 △1,654,460  368,766

期中平均株式数(千株)  8,260  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１種類（新株予約権の

数16個）。 

なお、新株予約権の概要は「第４

提出会社の状況、１株式等の状況、

（２）新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。 

―――――― 



前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 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、関連当事者情

報、税効果会計、金融商品、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、賃貸等不動産、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。 

  

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 244,202 412,118

売掛金 468,930 129,063

貯蔵品 2,188 374

短期貸付金 3,314,874 3,591,225

繰延税金資産 126,553 75,147

未収入金 316,211 177,051

その他 53,558 37,729

貸倒引当金 － △27

流動資産合計 4,526,519 4,422,682

固定資産   

有形固定資産   

建物 560,658 567,508

減価償却累計額 △279,987 △299,586

建物（純額） 280,670 267,921

構築物 9,461 9,461

減価償却累計額 △8,876 △8,995

構築物（純額） 585 465

工具、器具及び備品 4,255 4,255

減価償却累計額 △3,887 △3,986

工具、器具及び備品（純額） 367 268

土地 209,143 209,143

リース資産 － 38,188

減価償却累計額 － △7,956

リース資産（純額） － 30,232

有形固定資産合計 490,767 508,031

無形固定資産   

商標権 4,358 1,966

ソフトウエア 15,676 71,813

ソフトウエア仮勘定 34,010 －

その他 11,807 11,807

無形固定資産合計 65,852 85,587

投資その他の資産   

投資有価証券 376,173 396,903

関係会社株式 3,167,413 3,239,213

長期貸付金 3,655 3,139

関係会社長期貸付金 2,733,651 2,244,051

長期前払費用 － 128,431

差入保証金 39,435 37,507



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

繰延税金資産 － 146,508

その他 6,547 2,942

貸倒引当金 △793 △683

投資その他の資産合計 6,326,084 6,198,015

固定資産合計 6,882,704 6,791,635

資産合計 11,409,224 11,214,318

負債の部   

流動負債   

短期借入金 6,684,000 4,040,000

1年内返済予定の長期借入金 176,032 560,116

リース債務 － 10,024

未払金 345,563 515,821

未払費用 3,282 1,979

未払法人税等 25,738 10,483

前受金 100 200

預り金 6,746 5,623

その他 6,397 22,962

流動負債合計 7,247,860 5,167,211

固定負債   

長期借入金 556,737 2,064,621

リース債務 － 22,555

退職給付引当金 11,207 37,531

金利スワップ － 3,876

固定負債合計 567,944 2,128,584

負債合計 7,815,804 7,295,795

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 27,146 27,146

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △106,743 194,648

利益剰余金合計 △79,597 221,795

自己株式 △438 △438

株主資本合計 3,634,167 3,935,559

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,747 △13,160



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

繰延ヘッジ損益 － △3,876

評価・換算差額等合計 △40,747 △17,036

純資産合計 3,593,419 3,918,522

負債純資産合計 11,409,224 11,214,318



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

介護収入 1,799,185 －

商品売上高 164,921 －

その他の売上高 1,020,076 1,268,117

売上高合計 2,984,183 1,268,117

売上原価   

介護原価 1,836,248 －

商品期首たな卸高 3,285 －

当期商品仕入高 123,551 －

合計 126,836 －

他勘定振替高 1,328 －

商品売上原価 125,508 －

その他売上原価 51,470 －

売上原価合計 2,013,226 －

売上総利益 970,956 1,268,117

販売費及び一般管理費   

発送費 154 －

広告宣伝費 2,912 1,054

役員報酬 77,578 89,891

給料及び手当 284,713 303,219

給与負担金 162,229 23,159

退職給付費用 2,641 16,568

法定福利費 41,862 46,072

地代家賃 52,327 41,439

旅費及び交通費 24,639 21,955

車両費 4,032 665

リース料 82,072 67,433

租税公課 62,099 28,361

手数料 47,741 52,541

委託管理料 119,853 203,629

減価償却費 18,744 50,964

ソフトウエア償却費 6,706 －

貸倒引当金繰入額 － 27

その他 122,866 80,299

販売費及び一般管理費合計 1,113,174 1,027,283

営業利益又は営業損失（△） △142,218 240,834



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 148,658 149,189

受取配当金 6,857 6,537

受取地代 6,510 12,739

その他 140,362 4,468

営業外収益合計 302,389 172,933

営業外費用   

支払利息 175,236 168,433

投資事業組合運用損 1,615 2,618

その他 2,642 31,357

営業外費用合計 179,493 202,409

経常利益又は経常損失（△） △19,322 211,358

特別利益   

役員保険解約益 3,092 －

事業所立退料 7,000 －

前期損益修正益 － 10,772

その他 81 145

特別利益合計 10,174 10,917

特別損失   

投資有価証券評価損 214,385 968

関係会社株式評価損 44,000 －

過去勤務債務償却額 － 10,651

その他 1,465 －

特別損失合計 259,851 11,619

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △268,999 210,655

法人税、住民税及び事業税 15,014 4,365

過年度法人税等還付金 149 －

法人税等調整額 18,299 △95,102

法人税等合計 33,463 △90,737

当期純利益又は当期純損失（△） △302,462 301,392



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 23,016 27,146

当期変動額   

利益準備金の積立額 4,130 －

当期変動額合計 4,130 －

当期末残高 27,146 27,146

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 241,154 △106,743

当期変動額   

剰余金の配当 △41,305 －

利益準備金の積立額 △4,130 －

当期純利益又は当期純損失（△） △302,462 301,392

当期変動額合計 △347,898 301,392

当期末残高 △106,743 194,648

利益剰余金合計   

前期末残高 264,170 △79,597

当期変動額   

剰余金の配当 △41,305 －

利益準備金の積立額 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △302,462 301,392

当期変動額合計 △343,767 301,392



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 △79,597 221,795

自己株式   

前期末残高 △366 △438

当期変動額   

自己株式の取得 △71 －

当期変動額合計 △71 －

当期末残高 △438 △438

株主資本合計   

前期末残高 3,978,006 3,634,167

当期変動額   

剰余金の配当 △41,305 －

当期純利益又は当期純損失（△） △302,462 301,392

自己株式の取得 △71 －

当期変動額合計 △343,839 301,392

当期末残高 3,634,167 3,935,559

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △141,115 △40,747

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 100,367 27,587

当期変動額合計 100,367 27,587

当期末残高 △40,747 △13,160

繰延ヘッジ損益   

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） － △3,876

当期変動額合計 － △3,876

当期末残高 － △3,876

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △141,115 △40,747

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 100,367 23,711

当期変動額合計 100,367 23,711

当期末残高 △40,747 △17,036



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 3,836,891 3,593,419

当期変動額   

剰余金の配当 △41,305 －

当期純利益又は当期純損失（△） △302,462 301,392

自己株式の取得 △71 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 100,367 23,711

当期変動額合計 △243,471 325,103

当期末残高 3,593,419 3,918,522



 該当事項はありません。 

  

 重要な会計方針、重要な会計方針の変更、個別財務諸表に関する注記事項等については、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。 

(4)継続企業の前提に関する注記

（開示の省略）



表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

―――――― （損益計算書） 

 前期まで区分掲記しておりました「発送費」（当期17

千円）は、販売費及び一般管理費の合計額の100分の５

以下であるため、販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示することにしました。 

 前期まで区分掲記しておりました「ソフトウエア償却

費」は、販売費及び一般管理費の「減価償却費」に含め

て表示しております。 



（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  

・退任予定取締役 

取締役 金子進一 

取締役 高柳尚明 

・就任予定取締役 未定 

③就任予定日 

平成22年６月29日  

  

６．その他
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