
  

１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無  

  

３．平成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） 
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        平成22年8月13日

上場会社名 株式会社ジャパンケアサービスグループ 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 7566 ＵＲＬ  http://www.japan-care.com

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）馬袋 秀男 

問合せ先責任者  （役職名） 常務取締役企画・管

理本部長 

（氏名）松井 康夫 （ＴＥＬ）  03-5974-7841

  

四半期報告書提出予定日 平成22年8月13日 配当支払開始予定日  － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：有（アナリスト及び機関投資家向け） 

  
  

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第1四半期  4,962  △4.0  131  △26.6  92  △33.9  △95  －

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

  
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 

23年3月期第1四半期  △11  60  －      

22年3月期第1四半期  13  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 

23年3月期第1四半期  10,967  908  8.3  110  02

22年3月期  11,058  1,124  10.2  136  11

（参考）自己資本 23年3月期第1四半期 908百万円 22年3月期 1,124百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期  －        0 00 －      10 00  10  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  0 00 5 00 10 00  15  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  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

keiri
JASDAQ



（注）当四半期における業績予想の修正有無：無  

  

４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     －社除外      －社 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外でありますが、この四半期

決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー報告書を受領してお

ります。  

  

※  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及び合理的であると判

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

提となる過程及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、[添付資料]Ｐ. ２「連結業績予想に関する

定性的情報」をご覧ください。   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 8,262,000株 22年３月期 8,262,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,432株 22年３月期 1,432株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,260,568株 22年３月期１Ｑ 8,260,568株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

    当第１四半期連結会計期間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、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。輸出や生産は緩やかに増加し、個人消費も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、景気が自律的な回復に向かうことが期待されます。 

   介護サービス業界においては、平成22年６月18日に閣議決定された「新成長戦略」において、医療・介護・健

  康関連産業が日本の成長牽引産業として明確に位置付けられ、需要に見合った産業育成と雇用の創出を目指すこ

  ととされました。 

   このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）におきましては、各事業別の重点課題に対する

  取り組みについて計画どおり推進するとともに、第２四半期以降にその取り組みを加速することに備え、人材の

    積極的な採用と従業員のさらなるモチベーション向上を図るため、介護従事者のみならず、その他の社員も含め

    て全社員を対象にベースアップや昇給などの処遇改善を計画どおり実施しました。これにより、業績は、売上

  高、営業利益、経常利益ともほぼ計画どおりに推移しました。 

   具体的には、主力の訪問介護については、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、当第１四半期連結会計期間末で全事業所の約４

  割が取得を完了しており、平成23年３月期末では計画どおり全事業所で取得する見込みで推移しております。通

  所介護及び小規模多機能型居宅介護については、利用者増と稼働率・登録率の向上を推し進め、両事業とも当第

  １四半期連結会計期間を通じて黒字化しており、平成23年３月期通期でも黒字化する見込みです。 

   以上のような取り組みを進める中で、当第１四半期連結会計期間の業績については、売上高4,962百万円（前年

  同四半期比4.0％減）、営業利益131百万円（前年同四半期比26.6％減）、経常利益92百万円（前年同四半期比

  33.9％減）となり、退職慰労金162百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額28百万円等を特別損失とし

  て計上したため、四半期純損失95百万円（前年同四半期は、四半期純利益115百万円）となりました。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

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90百万円減少し、10,967百万円と

なりました。これらは、主に現金及び預金76百万円の減少、受取手形及び売掛金41百万円の増加等によるもので

す。 

負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ124百万円増加し、10,058百万円となりました。これら

は、主に短期借入金84百万円増加、長期借入金181百万円の減少等によるものです。 

純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ215百万円減少し、908百万円となりました。これらは、

主に利益剰余金178百万円減少とその他有価証券評価差額金36百万円の減少等によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況の分析  

当第１四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162百万円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローが41百万円の支出、財務活動によるキャッシュフローが200百万円の支出

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79百万円減少し、

705百万円となりました。 

（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四半期純損失98百万円を計上し、売上債権29百万円、未収

入金41百万円、未払金215百万円の増加、たな卸資産22百万円の減少等により、162百万円の収入となり、前年同

四半期に比べ35百万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41百万円の支出となりました。これらの主な要因は差入保証金・敷金の

支出20百万円、投資有価証券の取得による支出50百万円等によるものです。前年同四半期に比べ50百万円増加い

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200百万円の支出となりました。これらの主な要因は、短期借入金100百

万円の増加と配当金の支払101百万円、長期借入金の返済196百万円等の支出よるものです。前年同四半期に比べ

18百万円増加いたしました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 上記の特別損失については、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に織り込んであり、業績に与える影響

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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は軽微であるため、第２四半期（累計）、通期とも修正しておりません。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

    当第１四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

    ①会計処理基準に関する事項の変更  

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

 適用しております。 

   これにより、営業利益及び経常利益が１百万円減少し、税金等調整前四半期純損失が30百万円増加しておりま

  す。 

  

②表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 798,988 875,927

受取手形及び売掛金 3,164,381 3,122,513

商品 3,900 4,315

貯蔵品 73,028 95,146

その他 619,260 542,579

貸倒引当金 △8,207 △9,357

流動資産合計 4,651,352 4,631,125

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,518,502 1,538,225

土地 1,160,375 1,160,375

その他（純額） 44,828 47,542

有形固定資産合計 2,723,706 2,746,142

無形固定資産   

のれん 1,459,232 1,483,613

その他 115,966 121,452

無形固定資産合計 1,575,199 1,605,066

投資その他の資産   

投資その他の資産 2,020,311 2,079,263

貸倒引当金 △2,938 △2,988

投資その他の資産合計 2,017,373 2,076,275

固定資産合計 6,316,278 6,427,485

資産合計 10,967,631 11,058,610

負債の部   

流動負債   

買掛金 169,509 167,259

短期借入金 4,790,896 4,706,143

未払法人税等 22,743 80,399

その他 1,501,350 1,364,060

流動負債合計 6,484,499 6,317,863

固定負債   

長期借入金 2,532,916 2,714,456

退職給付引当金 242,257 238,692

その他 799,123 663,246

固定負債合計 3,574,296 3,616,395

負債合計 10,058,796 9,934,259
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 △2,750,772 △2,572,376

自己株式 △438 △438

株主資本合計 962,991 1,141,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △49,900 △13,160

繰延ヘッジ損益 △4,255 △3,876

評価・換算差額等合計 △54,156 △17,036

純資産合計 908,835 1,124,351

負債純資産合計 10,967,631 11,058,610
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（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,166,859 4,962,286

売上原価 4,361,095 4,230,058

売上総利益 805,764 732,228

販売費及び一般管理費 626,354 600,465

営業利益 179,410 131,763

営業外収益   

受取利息 4,789 4,678

受取配当金 4,635 5,043

その他 8,233 10,378

営業外収益合計 17,658 20,099

営業外費用   

支払利息 48,687 45,530

その他 7,796 13,386

営業外費用合計 56,484 58,916

経常利益 140,584 92,946

特別利益   

前期損益修正益 10,807 －

事業譲渡益 15,023 －

その他 15,163 －

特別利益合計 40,994 －

特別損失   

減損損失 23,231 －

固定資産除却損 8,953 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,814

退職慰労金 － 162,512

その他 8,244 296

特別損失合計 40,430 191,623

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（△）

141,148 △98,676

法人税、住民税及び事業税 20,521 20,573

法人税等調整額 － △23,459

法人税等合計 20,521 △2,885

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △95,790

少数株主利益 5,400 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 115,225 △95,790
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

141,148 △98,676

減価償却費 65,917 49,578

のれん償却額 24,357 24,226

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,970 3,564

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,115 △1,199

受取利息及び受取配当金 △9,424 △9,721

支払利息 48,687 45,530

投資有価証券評価損益（△は益） － 296

固定資産除却損 8,953 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,814

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） △55,045 △29,903

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,754 22,533

未収入金の増減額（△は増加） 23,875 △41,494

仕入債務の増減額（△は減少） 6,210 2,249

未払金の増減額（△は減少） △14,807 215,648

その他 △16,474 57,936

小計 234,217 269,384

利息及び配当金の受取額 23,112 22,046

利息の支払額 △65,275 △58,213

補助金の受取額 － 3,000

法人税等の支払額 △64,523 △73,524

営業活動によるキャッシュ・フロー 127,531 162,692

投資活動によるキャッシュ・フロー   

拘束性預金の増減額（△は減少） 1,841 △2,379

有形固定資産の取得による支出 △896 △1,148

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 155 143

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 △1,970 △20,349

敷金及び保証金の回収による収入 17,266 3,235

投資有価証券の取得による支出 － △50,000

長期前払費用の取得による支出 △92,036 △1,521

その他 7,607 30,374

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,937 △41,646
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △104,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △115,244 △196,787

リース債務の返済による支出 － △2,506

配当金の支払額 △9 △101,071

財務活動によるキャッシュ・フロー △219,253 △200,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △183,659 △79,318

現金及び現金同等物の期首残高 924,105 784,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 740,446 705,611
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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四半期末残高と四半期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６月30日現在）    （平成22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）その他注記情報

 現金及び預金勘定 801,080 798,988

 拘束性預金  △60,634 △93,377

 現金及び現金同等物 740,446  705,611
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