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

23年3月期第3四半期 15,271 0.7 506 △4.4 473 22.0 479 74.3
22年3月期第3四半期 15,166 △3.2 530 ― 388 ― 275 ―

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3四半期 58.11 ―

22年3月期第3四半期 33.33 ―

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3四半期 12,032 1,516 12.5 183.60
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3四半期  1,508百万円 22年3月期  1,124百万円

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 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 0.00 5.00

23年3月期 
（予想）

10.00 15.00

      配当金の内訳 記念配当 5円00銭

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） 
（％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 21,562 7.6 1,181 62.6 1,042 91.7 803 117.9 97.29



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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仮定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.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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3Q 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3Q  2,044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3Q 8,260,323株 22年3月期3Q 8,260,568株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気は緩やかに回復しつつあるものの、改善の

動きが鈍化しており、また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。輸出は緩

やかに減少し、生産には下げ止まりの兆しがみられ、個人消費は持ち直しているものの一部に弱い動

きもみられました。先行きについては、当面は景気改善の動きに弱さが残るものの、海外経済の改善

などを背景に緩やかに回復してい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24年度介護保険制度改正に向けた検討が進められており、８月

29日には「首相指示」により、①24時間地域巡回・随時訪問サービス、②高齢者向け住宅、③認知症

支援を「新型サービス３本柱」として全国普及を目指す方針が打ち出されました。さらに、11月30日

には社会保障審議会介護保険部会意見「介護保険制度の見直しに関する意見」がとりまとめられ、単

身・重度の要介護者等にも対応しうるサービスを整備するため、「24時間対応の定期巡回・随時対応

サービス」を創設することが盛り込まれました。 

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、当社が自社開発した

「夜間対応型訪問介護と24時間訪問サービス」の運営ノウハウを基盤に24時間地域巡回・随時訪問サ

ービスの全国展開を目指して、その推進を所管する専門部署を新設しました。一方、既存事業所のサ

ービスの質向上と収益性の向上を目的とした今期の重点課題に対する取り組みが進捗したことに加

え、介護付有料老人ホーム２施設を事業譲受したこともあり、前年同四半期比で増収増益となりまし

た。具体的には、主力の訪問介護事業については、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％加算される制度で、全国では約17％の取得率）の取得

を推進し、当第３四半期連結会計期間末で約80％の事業所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100％で取得する見込みです。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、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３四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３四半期連結会計期間の業績は、売上高5,203百万円

（前年同四半期比3.8％増）、営業利益143百万円（前年同四半期比33.9％減）、経常利益140百万円

（前年同四半期比18.0％減）、四半期純利益392百万円（前年同四半期比158.2％増）となりました。

また、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高15,271百万円（前年同期比0.7％増）、営業利

益506百万円（前年同期比4.4％減）、経常利益473百万円（前年同期比22.0％増）、四半期純利益479

百万円（前年同期比74.3％増）となりました。 

  

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974百万円増加し、12,032百

万円となりました。これらは、主に現金及び預金379百万円、受取手形及び売掛金160百万円、その他

流動資産277百万円、有形固定資産248百万円の増加、のれん73百万円の減少によるものです。 

負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ581百万円増加し、10,516百万円となりまし

た。これらは、主に未払金432百万円、短期借入金68百万円、その他固定負債91百万円の増加、長期

借入金152百万円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392百万円増加し、1,516百万円となりまし

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

 (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

 ①資産、負債及び純資産の状況
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た。これらは、主に利益剰余金397百万円増加によるものです。   

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ュ・フローが446

百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが39百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フ

ローが94百万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期末の現金及び現金同等物

は、前年同四半期に比べ152百万円減少し、1,131百万円(前年同四半期比11.8％減)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472百万円を計上し、売上債権86百万

円、未払金242百万円の増加、たな卸資産２百万円、未収入金32百万円の減少等により、446百万円の収

入となり、前年同四半期に比べ143百万円収入が減少いたしました。 

（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39百万円の支出となりました。これらの主な要因は、有形固定資

産の取得による支出170百万円、事業譲受による収入105百万円、拘束性預金の増加12百万円等によるも

のです。前年同四半期に比べ51百万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94百万円の収入となりました。これらの主な要因は、短期借入金

50百万円の減少、長期借入金による収入313百万円、長期借入金の返済による支出165百万円等によるも

のです。前年同四半期に比べ48百万円収入が増加いたしました。 

  

連結業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想に変更ありません。

  

 ②キャッシュ・フローの状況の分析

 (３) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

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。  

  

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ4,260千円減少して

おり、税金等調整前四半期純利益が33,074千円減少しております。 

  

企業結合に関する会計基準等の適用 

第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年

12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

  

「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３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

２．その他の情報

 (１) 重要な子会社の異動の概要

 (２) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 (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

 ②表示方法の変更

（四半期連結損益計算書関係）
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,255,224 875,927

受取手形及び売掛金 3,283,423 3,122,513

商品 4,034 4,315

貯蔵品 64,123 95,146

その他 820,521 542,579

貸倒引当金 △8,594 △9,357

流動資産合計 5,418,733 4,631,125

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,719,012 1,538,225

土地 1,160,375 1,160,375

その他（純額） 114,953 47,542

有形固定資産合計 2,994,341 2,746,142

無形固定資産

のれん 1,410,470 1,483,613

その他 112,526 121,452

無形固定資産合計 1,522,996 1,605,066

投資その他の資産

投資その他の資産 2,099,398 2,079,263

貸倒引当金 △2,851 △2,988

投資その他の資産合計 2,096,546 2,076,275

固定資産合計 6,613,885 6,427,485

資産合計 12,032,618 11,058,610

負債の部

流動負債

買掛金 195,394 167,259

短期借入金 4,774,248 4,706,143

未払金 1,533,728 1,100,793

未払法人税等 82,627 80,399

その他 349,439 263,266

流動負債合計 6,935,437 6,317,863

固定負債

長期借入金 2,561,705 2,714,456

退職給付引当金 264,633 238,692

その他 754,287 663,246

固定負債合計 3,580,626 3,616,395

負債合計 10,516,064 9,934,259
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 △2,175,007 △2,572,376

自己株式 △627 △438

株主資本合計 1,538,566 1,141,388

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △27,754 △13,160

繰延ヘッジ損益 △2,107 △3,876

評価・換算差額等合計 △29,862 △17,036

少数株主持分 7,849 －

純資産合計 1,516,553 1,124,351

負債純資産合計 12,032,618 11,058,610

6

㈱ジャパンケアサービスグループ（7566）平成23年３月期　第３四半期決算短信



 (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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 15,166,523 15,271,632

売上原価 12,741,755 12,936,471

売上総利益 2,424,767 2,335,160

販売費及び一般管理費 1,894,631 1,828,547

営業利益 530,136 506,612

営業外収益

受取利息 15,323 14,183

受取配当金 6,537 6,753

補助金収入 － 55,642

その他 21,624 43,725

営業外収益合計 43,485 120,305

営業外費用

支払利息 148,920 136,588

その他 36,321 16,344

営業外費用合計 185,241 152,932

経常利益 388,380 473,985

特別利益

前期損益修正益 10,807 －

事業譲渡益 22,247 238,095

負ののれん発生益 － 93,544

その他 17,093 －

特別利益合計 50,148 331,639

特別損失

固定資産除却損 23,551 1,586

リース解約損 25,320 －

減損損失 31,271 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,814

投資有価証券評価損 968 296

退職慰労金 － 162,512

その他 17,260 734

特別損失合計 98,371 193,943

税金等調整前四半期純利益 340,157 611,681

法人税、住民税及び事業税 59,455 75,771

法人税等調整額 － 48,085

法人税等合計 59,455 123,857

少数株主損益調整前四半期純利益 － 487,823

少数株主利益 5,400 7,849

四半期純利益 275,301 479,974
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  【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21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 5,014,122 5,203,305

売上原価 4,163,428 4,437,018

売上総利益 850,694 766,286

販売費及び一般管理費 633,836 623,007

営業利益 216,857 143,279

営業外収益

受取利息 5,507 4,715

受取配当金 1,742 1,550

補助金収入 － 27,851

その他 5,598 10,218

営業外収益合計 12,848 44,335

営業外費用

支払利息 49,944 45,450

その他 8,480 1,643

営業外費用合計 58,424 47,094

経常利益 171,281 140,520

特別利益

事業譲渡益 7,425 238,095

負ののれん発生益 － 93,544

その他 45 －

特別利益合計 7,470 331,639

特別損失

リース解約損 5,084 －

その他 793 －

特別損失合計 5,878 －

税金等調整前四半期純利益 172,873 472,160

法人税、住民税及び事業税 19,608 31,783

法人税等調整額 1,394 43,258

法人税等合計 21,002 75,042

少数株主損益調整前四半期純利益 － 397,117

少数株主利益 － 4,958

四半期純利益 151,870 392,158
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 340,157 611,681

減価償却費 148,925 162,638

のれん償却額 73,811 72,680

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,369 25,941

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40,150 △899

受取利息及び受取配当金 △21,860 △20,936

支払利息 148,920 136,588

投資有価証券評価損 968 296

固定資産除却損 23,551 1,586

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 31,271 －

事業譲渡損益（△は益） △22,247 －

負ののれん発生益 － △93,544

補助金収入 △7,000 △55,642

売上債権の増減額（△は増加） 90,325 △142,487

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,841 31,963

未収入金の増減額（△は増加） △113,984 △175,993

仕入債務の増減額（△は減少） △5,175 28,134

未払金の増減額（△は減少） 260,028 382,008

その他 97,541 △161,462

小計 1,106,593 831,365

利息及び配当金の受取額 26,385 24,078

利息の支払額 △143,844 △138,375

補助金の受取額 7,000 41,398

法人税等の支払額 △65,223 △83,604

営業活動によるキャッシュ・フロー 930,910 674,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の増減額 △27,988 △33,226

有形固定資産の取得による支出 △10,074 △193,305

無形固定資産の取得による支出 △43,340 －

ソフトウエアの取得による支出 － △8,042

投資有価証券の取得による支出 － △50,000

関係会社株式の取得による支出 △34,800 －

貸付金の回収による収入 428 391

事業譲渡による収入 27,380 －

事業譲受による収入 － 105,924

敷金及び保証金の差入による支出 △5,281 △79,870

敷金及び保証金の回収による収入 55,763 61,050

長期前払費用の取得による支出 △96,176 △2,827
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（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

その他 20,896 46,135

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,192 △153,769

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） △2,384,000 130,000

長期借入れによる収入 2,276,000 313,000

長期借入金の返済による支出 △345,233 △527,646

自己株式の取得による支出 － △189

リース債務の返済による支出 △4,773 △7,518

配当金の支払額 △319 △82,668

財務活動によるキャッシュ・フロー △458,326 △175,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 359,391 346,070

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 1,283,496 1,131,000
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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 

 
  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

事業の譲受 

(1)被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法

的形式 

① 被取得企業の名称及び事業の内容 

  被取得企業の名称  株式会社バリエ 

  事業の内容     介護付有料老人ホーム事業 

② 企業結合を行った主な理由 

 当社は、全国の都市部を中心に在宅介護サービスの拠点網の拡充を図っておりますが、この

度、当社の主要な営業エリアである東京都及び千葉県において、介護付有料老人ホームを経営す

る株式会社バリエと事業譲渡について協議を重ね取締役会において検討した結果、事業を譲り受

ける事を決議したものであります。 

③ 企業結合日 

  平成22年11月１日 

④ 企業結合の法的形式 

  事業譲受 

  

(2)四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる取得した事

業の業績の期間 

  平成22年11月１日から平成22年12月31日まで 

  

(3)取得した事業の取得原価及びその内訳 

  本事業譲受は、無償で実施いたしました。 

  

(4)負ののれん発生益及び発生原因 

① 負ののれん発生益の金額 

  93,544千円 

 (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

１．連結キャッシュ・フロー計算書

(平成21年12月31日現在) (平成22年12月31日現在)

(千円) (千円)

現金及び預金勘定 1,373,960 1,255,224

拘束性預金 △90,464 △124,223

現金及び現金同等物 1,283,496 1,131,000

２．企業結合等関係
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② 発生原因 

  事業受入時の純資産額が取得対価を上回ったことにより、発生したものであります。 

  

事業分離 

(1)分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行なった主な理由、事業分離日及び法的形

式を含む取引の概要 

① 分離先企業の名称 

  社会福祉法人ノテ福祉会 

② 分離した事業の内容 

 当社の北海道札幌市の豊平区・清田区における認知症対応型共同生活介護事業及び介護付有料

老人ホーム事業 

③ 事業分離を行った主な理由 

 当社の地域戦略の見直しの一環として、札幌市豊平区・清田区については、長年にわたり当該

地域で福祉事業を実践し地域住民に信頼関係がある社会福祉法人ノテ福祉会へ事業譲渡し、当該

地域における地域包括ケア体制の整備を進めることについて、今回の合意に至ったものでありま

す。 

④ 事業分離日 

  平成22年12月31日 

⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項 

  事業譲渡 

  

(2)実施した会計処理の概要 

① 移転損益の金額 

  238,095千円 

② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

 該当事項はありません。 

② 会計処理 

 移転した認知症対応型共同生活介護事業及び介護付有料老人ホーム事業は、上記譲渡により受

け取る金額238,095千円を当社の連結損益計算書上、事業譲渡益として特別利益に計上しておりま

す。 

  

(3)分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称 

施設系居宅サービス（認知症対応型共同生活介護事業） 

居住施設サービス（介護付有料老人ホーム事業） 

  

(4)四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離

した事業に係る損益の概算額 

  会計期間 累計期間

    売上高 74,023千円
 

231,142千円

    営業利益 14,170千円 56,369千円
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