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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 13,839 △5.5 385 △35.2 410 △33.6 134 △49.8
23年3月期第1四半期 14,647 1.4 594 15.5 617 2.2 267 △44.3

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 153百万円 （△42.3％） 23年3月期第1四半期 266百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 6.18 ―
23年3月期第1四半期 12.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 25,848 18,974 73.3
23年3月期 25,529 18,952 74.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  18,953百万円 23年3月期  18,929百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 28,240 △4.1 700 △50.2 790 △46.7 340 △48.1 15.66
通期 57,390 △1.0 1,080 △53.7 1,190 △51.5 480 △57.2 22.11



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に掲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条件及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
Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 23,801,378 株 23年3月期 23,801,378 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,089,215 株 23年3月期 2,089,188 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 21,712,181 株 23年3月期1Q 21,712,255 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響により生産や輸出が減少し、企業収益の

改善や設備投資が鈍化する等厳しい状況にあり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 当社の主たる事業領域である医療関連業界におきましては、社会保障制度改革の一環として、病院の機能分化・

強化を図るための施策が検討され、当社の顧客である医療機関においては、医療の質の向上と経営の効率化が重要

な課題となっております。 

 また、福祉関連業界におきましては、今後益々高齢化が進展し、介護保険サービスの受給者数や介護給付費が増

加する等、介護サービスの需要は一層拡大することが予想されます。また、それに伴い、政府主導による介護職員

の雇用支援が継続しておりますが、介護の担い手となる介護職員を確保し、質の高い人材を育成することが経営上

の課題となっております。 

 このような状況の中、当社グループにおいては、医療関連受託事業において、既存顧客である医療機関への取引

拡大や新規受託に注力するとともに、福祉事業において、介護利用者の獲得と新規拡大に努めてまいりました。ま

た、経費の削減を図ってまいりました。 

 しかし、医療関連受託事業において昨年11月から実施した労働者派遣契約の見直しに伴う契約終了の影響や、福

祉事業における新規事業所の開設により先行費用が発生したこと等で、当社グループの業績は、減収・減益となり

ました。 

 以上の結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業利益は 百万円（同 ％減）、経常利

益は 百万円（同 ％減）、四半期純利益は 百万円（同 ％減）となりました。 

 セグメントの業績は次の通りです。 

①医療関連受託事業 

 既存顧客である医療機関への取引拡大や新規受託の獲得に努めるとともに、ＤＰＣ／ＰＤＰＳ（入院費用の定額

払い制度）関連業務や医師事務作業補助業務等の医事周辺業務の拡充に取組んでまいりました。また、労務管理の

徹底等にも努めました。 

 しかし、昨年11月に実施した労働者派遣契約の見直しに伴う契約終了等の影響が大きく、減収・減益となりまし

た。 

 以上の結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、セグメント利益は 百万円（同 ％減）と

なりました。 

②福祉事業 

 既存事業所において、引続き営業活動の強化に取組み、介護利用者・保育園児の獲得に努めました。一方、新規

拡大に伴う先行費用等により、利益面では厳しい状況となっております。 

 新規事業所の開設については、計画通り進捗しており、当第１四半期連結累計期間において、訪問介護１ヵ所、

通所介護（デイサービス）１ヵ所、居宅介護支援２ヵ所、介護付有料老人ホーム１ヵ所、保育所２ヵ所の計７ヵ所

を新設しております。 

 以上の結果、売上高は 百万円（同 ％増）、セグメント損失は 百万円（前年同四半期はセグメント利益

百万円）となりました。 

③教育事業 

 前連結会計年度に引続き、公共職業訓練の受託に注力しました。一方、既存講座の開講数が減少し、主力の医療

事務講座やホームヘルパー２級養成講座の受講者数が低迷したことで、減収・減益となりました。 

 以上の結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、セグメント利益は 百万円（同 ％減）となり

ました。 

④その他 

 主に賃貸収入等により、売上高は 百万円（同 ％減）、セグメント利益は 百万円（同 ％減）となりま

した。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

13,839 5.5 385 35.2

410 33.6 134 49.8

11,787 6.7 823 11.7

1,485 9.8 55

37

508 14.1 4 92.8

57 10.3 30 11.2
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）増加し、 百万円と

なりました。流動資産は、 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）減少となりました。これは

主に現金及び預金が 百万円減少したことが要因であります。固定資産は、 百万円と前連結会計年度末に

比べ 百万円（ ％）増加となりました。これは主に福祉事業の新規投資に伴う増加が要因であります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）増加し、 百万円とな

りました。流動負債は、 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）減少となりました。これは未

払消費税等が 百万円増加しましたが、賞与引当金が 百万円減少したことが主な要因であります。固定負債

は、 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）増加となりました。これは主に福祉事業の新規投

資に伴う増加が要因であります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）増加し、 百万円と

なりました。これは、主にその他有価証券評価差額金が 百万円増加したことが要因であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における業績は、概ね計画通り推移しております。したがって、当連結会計年度の業

績予想につきましては、現時点では平成23年５月13日発表の内容に変更はありません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年

６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６

月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適

用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

（会計上の見積りの変更・修正再表示） 

 該当事項はありません。 

（４）追加情報 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

319 1.3 25,848

12,983 535 4.0

398 12,865

854 7.1

296 4.5 6,873

5,755 140 2.4

201 666

1,118 437 64.3

22 0.1 18,974

19

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,609,866 6,211,362

受取手形及び売掛金 6,004,567 5,910,434

原材料及び貯蔵品 70,746 78,771

繰延税金資産 486,486 487,755

その他 357,195 305,115

貸倒引当金 △10,136 △10,136

流動資産合計 13,518,726 12,983,301

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,274,223 3,263,642

土地 5,575,095 5,575,095

その他（純額） 489,737 1,156,830

有形固定資産合計 9,339,056 9,995,568

無形固定資産   

その他 256,180 245,516

無形固定資産合計 256,180 245,516

投資その他の資産   

投資有価証券 852,063 857,150

長期貸付金 19,278 17,249

敷金及び保証金 569,944 593,609

繰延税金資産 594,998 578,134

その他 404,498 603,293

貸倒引当金 △25,527 △25,437

投資その他の資産合計 2,415,254 2,623,999

固定資産合計 12,010,491 12,865,084

資産合計 25,529,217 25,848,385

負債の部   

流動負債   

短期借入金 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 67,500 45,000

未払金 3,796,834 3,808,906

未払費用 231,220 266,207

未払法人税等 272,366 235,140

未払消費税等 342,157 543,852

賞与引当金 806,778 140,060

役員賞与引当金 30,740 36,337

その他 328,483 659,839

流動負債合計 5,896,080 5,755,343
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

固定負債   

退職給付引当金 495,363 502,797

役員退職慰労引当金 31,521 32,820

資産除去債務 48,216 61,067

負ののれん 32,692 27,345

その他 72,906 494,295

固定負債合計 680,700 1,118,327

負債合計 6,576,780 6,873,671

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,184,413 6,184,413

資本剰余金 6,260,086 6,260,086

利益剰余金 7,655,471 7,659,417

自己株式 △1,110,335 △1,110,346

株主資本合計 18,989,636 18,993,571

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △59,851 △40,479

その他の包括利益累計額合計 △59,851 △40,479

新株予約権 22,652 21,623

純資産合計 18,952,436 18,974,714

負債純資産合計 25,529,217 25,848,385
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 14,647,281 13,839,121

売上原価 11,841,392 11,307,260

売上総利益 2,805,889 2,531,861

販売費及び一般管理費 2,211,016 2,146,389

営業利益 594,872 385,472

営業外収益   

受取利息 595 408

受取配当金 10,503 10,043

受取保険金 3,514 6,330

負ののれん償却額 5,346 5,346

その他 6,228 5,091

営業外収益合計 26,187 27,219

営業外費用   

支払利息 2,002 2,207

支払手数料 1,246 －

その他 441 397

営業外費用合計 3,690 2,604

経常利益 617,369 410,086

特別利益   

貸倒引当金戻入額 930 －

補助金収入 － 6,173

新株予約権戻入益 779 1,029

償却債権取立益 7,200 1,200

賃貸借契約解約損失引当金戻入額 42,442 －

特別利益合計 51,351 8,402

特別損失   

固定資産除却損 － 2,902

固定資産圧縮損 － 6,173

投資有価証券評価損 － 40,668

災害による損失 － 17,317

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 103,251 －

特別損失合計 103,251 67,062

税金等調整前四半期純利益 565,469 351,426

法人税等 298,325 217,207

少数株主損益調整前四半期純利益 267,143 134,218

四半期純利益 267,143 134,218
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 267,143 134,218

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △993 19,372

その他の包括利益合計 △993 19,372

四半期包括利益 266,149 153,590

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 266,149 153,590

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない不動産賃貸業務、損害保険代理店業務等を含んでおり

ます。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  (単位：千円)

  

報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 医療関連 

受託事業 
福祉事業 教育事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  12,638,404  1,352,412  592,401  14,583,218  64,063  14,647,281

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 200  －  －  200  －  200

計  12,638,604  1,352,412  592,401  14,583,418  64,063  14,647,481

セグメント利益  932,326  37,226  57,782  1,027,334  34,117  1,061,452

  (単位：千円)

利益 金額 

報告セグメント計  1,027,334

「その他」の区分の利益  34,117

全社費用（注）  △466,580

四半期連結損益計算書の営業利益  594,872
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない不動産賃貸業務、損害保険代理店業務等を含んでおり

ます。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

 該当事項はありません。  

  (単位：千円)

  

報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 医療関連 

受託事業 
福祉事業 教育事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  11,787,177  1,485,608  508,902  13,781,688  57,433  13,839,121

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 93  －  －  93  －  93

計  11,787,270  1,485,608  508,902  13,781,781  57,433  13,839,214

セグメント利益又は損失

（△） 
 823,361  △55,595  4,181  771,947  30,292  802,240

  (単位：千円)

利益 金額 

報告セグメント計  771,947

「その他」の区分の利益  30,292

全社費用（注）  △416,767

四半期連結損益計算書の営業利益  385,472

（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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