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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 3,001 13.2 183 12.2 175 13.8 85 △2.6

22年3月期第2四半期 2,651 15.2 163 ― 154 ― 88 ―

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2四半期 8,164.50 ―

22年3月期第2四半期 8,384.46 ―

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2四半期 2,230 672 30.2 64,083.91
22年3月期 2,183 608 27.9 57,919.41

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  672百万円 22年3月期  608百万円

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  
 

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 ― 2,000.00 2,000.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 2,000.00 2,000.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 6,056 10.0 322 △10.0 303 △11.3 157 △14.9 14,952.38
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(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】 P.３ 「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  10,500株 22年3月期  10,500株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  10,500株 22年3月期2Q 10,500株

※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、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報告書のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記に記載した予想数値は、当社が現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、そのため不確定要因や今後の事業展開におけ
る状況変化等により、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあるものの、雇用不安などが消費行動にも大

きく影を及ぼし、依然として厳しい状況が続いております。  

   介護関連ビジネスの市場は今後の増加が予測され、既存事業者の活動の活発化に加え、他業種からの新規参入 

  が再び激しくなってきております。介護事業者における法令遵守の徹底が改めて強く求められており、人員基 

  準、設備基準及び運営基準の遵守が重要な経営課題となっております。 

   こうした状況下、当社はコンプライアンス体制の強化と本年４月の新卒者を含め、研修、人材育成に注力し、 

  又、コスト削減策並びに、デイサービス既存各店の稼働率向上に従業員一丸となって取り組んでおります。 

    以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は3,001百万円（前年同四半期比13.2％増）、営業利益は183百万

  円（前年同四半期は営業利益163百万円）、経常利益は175百万円（前年同四半期は経常利益154百万円）、四半期

  純利益は85百万円（前年同四半期は四半期純利益88百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、1,537百万円（前事業年度末1,466百万円）となり、71百 

 万円増加しました。現金及び預金の増加21百万円及び売掛金の増加51百万円が主な要因であります。 

   （固定資産） 

    当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、692百万円（前事業年度末717百万円）となり、25百万円 

   減少しました。有形固定資産の減少16百万円及び無形固定資産の減少７百万円が主な要因であります。 

   （流動負債）    

    当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、907百万円（前事業年度末946百万円）となり、38百万円 

   減少しました。買掛金の増加19百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加29百万円に対し、未払法人税等の減少

   93百万円が主な要因であります。 

   （固定負債） 

    当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、650百万円（前事業年度末629百万円）となり、20百万円 

   増加しました。長期借入金の増加３百万円、その他の増加12百万円が主な要因であります。 

   （純資産） 

     当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、672百万円（前事業年度末608百万円）となり、64百万円増 

   加しました。配当金の支払21百万円、四半期純利益85百万円が要因であります 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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。）は、前事業年度末に比較して

   21百万円増加し、522百万円となりました。 

     当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

     営業活動の結果、得られた資金は、49百万円（前年同四半期は149百万円の獲得）となりました。これは、主に 

   税引前四半期純利益149百万円、減価償却費60百万円に対し、法人税等の支払額156百万円によるものです。    

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果、使用した資金は、28百万円（前年同四半期は48百万円の使用）となりました。これは、主に 

   有形固定資産の取得による支出13百万円、敷金及び保証金の差入による支出10百万円、その他の支出３百万円によ

   るものです。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果、使用した資金は、０百万円（前年同四半期は55百万円の使用）となりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月20日公表いたしました、平成22年３月期の通期の業績予想から、変更はありません。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）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の算定方法 

  定率法を採用している固定資産については、事業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。  

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法   

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニグを利

用する方法によっております。 

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 １．第１四半期会計期間より、「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、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ1,377千円減少し、税引前四半期純利 

  益は16,097千円減少しております。 

 ２．四半期損益計算書 

         ①  前第２四半期累計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「補助金収入」は、営業外収益 

      総額の100分の20以下となったため、当第２四半期累計期間より営業外収益の「その他」に含めて表示する 

      ことといたしました。なお、当第２四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「補助金収入」 

      は190千円であります。 

        ② 前第２四半期累計期間において、区分掲記しておりました営業外費用の「支払手数料」は、営業外費用 

      総額の100分の20以下となったため、当第２四半期累計期間より営業外費用の「その他」に含めて表示する 

      ことといたしました。なお、当第２四半期累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」 

      は100千円であります。  

  ３. 四半期キャッシュ・フロー計算書   

       前第２四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示し  

      ておりました「事業所閉鎖損失」は重要性が増したため、区分掲記することといたしました。なお、前第 

      ２四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「事業所閉鎖損失」 

       は177千円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 522,192 501,001

売掛金 919,521 867,580

商品 332 101

原材料 3,266 2,688

その他 94,549 96,727

貸倒引当金 △1,918 △2,011

流動資産合計 1,537,945 1,466,087

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 259,795 298,007

その他（純額） 103,708 81,888

有形固定資産合計 363,504 379,895

無形固定資産 63,093 70,447

投資その他の資産   

敷金及び保証金 164,009 171,782

その他 112,769 106,400

貸倒引当金 △11,214 △11,165

投資その他の資産合計 265,564 267,017

固定資産合計 692,162 717,360

資産合計 2,230,107 2,183,448

負債の部   

流動負債   

買掛金 123,054 103,151

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 321,034 291,898

未払法人税等 79,747 173,624

賞与引当金 57,530 55,241

その他 225,814 222,243

流動負債合計 907,180 946,160

固定負債   

長期借入金 472,177 468,966

退職給付引当金 63,333 58,416

その他 114,535 101,752

固定負債合計 650,046 629,134

負債合計 1,557,226 1,575,294
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 205,125 205,125

資本剰余金 138,075 138,075

利益剰余金 329,681 264,953

株主資本合計 672,881 608,153

純資産合計 672,881 608,153

負債純資産合計 2,230,107 2,183,448
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,651,276 3,001,973

売上原価 2,193,440 2,501,956

売上総利益 457,836 500,017

販売費及び一般管理費 294,515 316,741

営業利益 163,320 183,275

営業外収益   

自動販売機収入 1,480 1,627

補助金収入 1,180 －

その他 577 1,529

営業外収益合計 3,237 3,156

営業外費用   

支払利息 10,688 10,660

支払手数料 1,500 －

その他 － 165

営業外費用合計 12,188 10,826

経常利益 154,370 175,606

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 45

特別利益合計 － 45

特別損失   

事業所閉鎖損失 584 11,681

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,719

特別損失合計 584 26,401

税引前四半期純利益 153,785 149,250

法人税、住民税及び事業税 74,967 66,987

法人税等調整額 △9,218 △3,464

法人税等合計 65,748 63,522

四半期純利益 88,036 85,727
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,353,210 1,524,351

売上原価 1,119,390 1,271,969

売上総利益 233,819 252,382

販売費及び一般管理費 138,738 158,662

営業利益 95,081 93,720

営業外収益   

自動販売機収入 831 910

補助金収入 1,180 －

その他 313 652

営業外収益合計 2,325 1,562

営業外費用   

支払利息 5,578 5,531

その他 － 5

営業外費用合計 5,578 5,536

経常利益 91,828 89,746

特別利益   

貸倒引当金戻入額 561 179

特別利益合計 561 179

特別損失   

事業所閉鎖損失 281 11,681

特別損失合計 281 11,681

税引前四半期純利益 92,107 78,243

法人税、住民税及び事業税 63,202 65,170

法人税等調整額 △24,150 △32,322

法人税等合計 39,052 32,847

四半期純利益 53,055 45,396
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 153,785 149,250

減価償却費 56,338 60,256

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,719

事業所閉鎖損失 － 11,681

貸倒引当金の増減額（△は減少） 788 △45

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,158 2,288

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,219 4,917

受取利息及び受取配当金 △84 △141

支払利息 10,688 10,660

売上債権の増減額（△は増加） △70,714 △52,197

たな卸資産の増減額（△は増加） △416 △809

その他の資産の増減額（△は増加） 4,460 △1,026

仕入債務の増減額（△は減少） 2,598 19,902

未払費用の増減額（△は減少） 10,202 10,658

未払消費税等の増減額（△は減少） 118 △4,300

その他の負債の増減額（△は減少） △2,980 △5,122

その他 8,177 △4,058

小計 184,338 216,634

利息及び配当金の受取額 84 141

利息の支払額 △10,791 △10,748

法人税等の支払額 △23,827 △156,805

営業活動によるキャッシュ・フロー 149,803 49,221

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △31,170 △13,777

無形固定資産の取得による支出 △1,633 △850

敷金及び保証金の差入による支出 △9,821 △10,036

その他 △5,564 △3,345

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,189 △28,008

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 300,000 600,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △600,000

長期借入れによる収入 50,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △182,768 △167,653

配当金の支払額 △20,799 △20,808

その他 △2,060 △11,559

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,627 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 45,987 21,191

現金及び現金同等物の期首残高 327,186 501,001

現金及び現金同等物の四半期末残高 373,173 522,192
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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
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