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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） 

(注)当社は、平成23年６月１日付けをもって株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、平成23年３月期第１四半期の１株当たり四半期
純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が前年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

(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 2,845 34.7 142 321.2 178 179.5 100 15.7
23年3月期第1四半期 2,112 8.2 33 △81.5 63 △68.4 86 △23.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 100百万円 （15.7％） 23年3月期第1四半期 86百万円 （―％）

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 6.04 6.02
23年3月期第1四半期 5.88 5.87

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 8,495 3,418 40.2
23年3月期 9,432 3,559 37.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,414百万円 23年3月期  3,555百万円

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  
・平成23年３月期の年間配当金には、東京証券取引所市場第２部上場記念配当５円を含んでおります。 
・当社は、平成23年６月１日付けをもって株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、平成24年３月期（予想）の年間配当金は、当該株式
分割の影響を考慮しております。 

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 ― 0.00 ― 29.00 29.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 13.00 13.00

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  
・平成24年３月期第２四半期（累計）の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により現時点での合理的な算定が困難であるため開示を省略してお
ります。開示可能となった時点で速やかに開示いたします。 
・当社は、平成23年６月１日付けをもって株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、１株当たり当期純利益は、当該株式分割の影響を
考慮しております。 

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 11,900 29.8 1,150 36.9 1,190 37.3 682 36.4 40.98



(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  ：  無  

(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．４「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成23年６月１日付けをもって株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、前連結会計年度末及び前年同四半期累計
期間にかかる株式数につきましては、前年度の期首に株式分割が行われたものと仮定して算定しております。 

※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「１.当四半期決算に関する定性的情報（３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、平成23年８月８日（月）に機関投資家及び個人投資家向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等については、開催後速や
かに当社ホームページで掲載する予定です。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 
・当社は、平成23年６月１日付けをもって株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

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 16,642,400 株 23年3月期 16,642,400 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 338 株 23年3月期 160 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,642,120 株 23年3月期1Q 14,760,574 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により寸断されたサプライチェーン

が徐々に復旧し、生産拠点に回復の兆しが見られたものの、電力供給不安や原油高、ギリシャの財政危

機に端を発した欧州の財政不安等から円高傾向が継続するなど、先行き不透明な状況で推移いたしまし

た。 

このような環境のもと、子育て支援事業における保育所のニーズは依然として高水準であり、当社グ

ループでは、運営する施設を以下の通り新たに開設いたしました。 

（保育所） 

  アスク芝浦４丁目保育園   （平成23年４月１日） 

  アスク豊玉中保育園     （平成23年４月１日） 

  アスクたなし保育園     （平成23年４月１日） 

  アスク二番町保育園     （平成23年４月１日） 

  アスク勝どき保育園     （平成23年４月１日） 

  アスク大森保育園      （平成23年４月１日） 

  アスクいどがや保育園    （平成23年４月１日） 

  アスク大倉山保育園     （平成23年４月１日） 

  アスク宮前平えきまえ保育園 （平成23年４月１日） 

  アスク下小田中保育園    （平成23年４月１日） 

  アスク武蔵小杉保育園    （平成23年４月１日） 

  アスク向ケ丘遊園北保育園  （平成23年４月１日） 

  アスク向ケ丘遊園南保育園  （平成23年４月１日） 

  アスクかじがや保育園    （平成23年４月１日） 

  アスク東門前保育園     （平成23年４月１日） 

  アスク川間保育園      （平成23年４月１日） 

  アスク舞浜保育園      （平成23年４月１日） 

  アスク久宝寺駅前保育園   （平成23年４月１日） 

  桂坂保育室         （平成23年５月１日） 

（学童クラブ） 

  おおまち第２学童クラブ   （平成23年４月１日） 

  二番町こどもクラブ     （平成23年４月１日） 

  桂坂学童クラブ       （平成23年４月１日） 

  （桂坂学童クラブは、平成23年11月30日までの暫定学童クラブとして受託） 

その結果、保育所の数は102園、学童クラブは39施設、児童館は７施設となり、子育て支援施設の合

計は148ヶ所となりました。 

以上より、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は2,845百万円（前年同期比34.7％増）と

なり、営業利益は142百万円（同321.2％増）、経常利益は178百万円（同179.5％増）、四半期純利益は

100百万円（同15.7％増）となりました。 

    

１．当四半期決算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
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は8,495百万円（前期末比937百万円減）となりました。 

 流動資産は3,436百万円(同151百万円減)となりましたが、これは、主に現金及び預金が587百万円増

加した一方で、有価証券が719百万円減少したためであります。 

 固定資産は5,058百万円（同785百万円減）となっております。これは、主に建物及び構築物が682百

万円、リース資産が17百万円、差入保証金が15百万円増加し、建設仮勘定が1,585百万円減少したこと

によるものであります。 

 また、負債合計は5,076百万円（同796百万円減）となりました。 

 流動負債は3,061百万円（同653百万円減）となりましたが、これは、主に前受金が671百万円増加し

た一方で、未払金が1,016百万円、１年内返済予定の長期借入金が232百万円、賞与引当金が90百万円、

未払法人税等が81百万円減少したためであります。 

 固定負債は2,014百万円（同142百万円減）となっておりますが、これは、主に資産除去債務が30百万

円増加した一方で、長期借入金が180百万円減少したことが要因であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は3,418百万円（同140百万円減）となっております。これ

は、主として配当の支払により利益剰余金が減少したためであります。 

  

通期の連結業績予想につきましては平成23年５月13日発表の数値から変更はありませんが、今後の業

況の変化等により、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。 

 今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

 資産、負債及び純資産の状況

（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。 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

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。この適用により、当第１四半期連結累計期間に行った

株式分割は、前連結会計年度の期首に行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益を算定しております。 

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１株当たり四半期純利益

及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は以下のとおりです。 

１株当たり四半期純利益         11円77銭 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  11円74銭 

  

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。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）追加情報
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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)

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 1,761,938 2,349,659

受取手形及び売掛金 18,439 28,628

有価証券 840,807 120,897

たな卸資産 87,817 9,317

繰延税金資産 88,885 144,736

その他 790,658 783,349

貸倒引当金 △74 △91

流動資産合計 3,588,472 3,436,498

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,908,879 3,652,583

減価償却累計額及び減損損失累計額 △666,502 △727,458

建物及び構築物（純額） 2,242,377 2,925,124

機械装置及び運搬具 11,989 11,989

減価償却累計額 △11,640 △11,741

機械装置及び運搬具（純額） 348 247

工具、器具及び備品 174,502 191,459

減価償却累計額及び減損損失累計額 △81,766 △89,592

工具、器具及び備品（純額） 92,736 101,867

土地 173 173

リース資産 14,798 33,688

減価償却累計額 △7,241 △8,560

リース資産（純額） 7,556 25,128

建設仮勘定 1,585,564 －

有形固定資産合計 3,928,757 3,052,541

無形固定資産

のれん 36,604 32,845

その他 7,228 6,914

無形固定資産合計 43,833 39,760

投資その他の資産

差入保証金 1,081,742 1,097,421

繰延税金資産 26,403 26,885

その他 765,606 844,660

貸倒引当金 △3,017 △3,101

投資その他の資産合計 1,870,734 1,965,865

固定資産合計 5,843,325 5,058,167

繰延資産

社債発行費 774 563

繰延資産合計 774 563

資産合計 9,432,571 8,495,229
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 130,907 72,339

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 946,339 713,837

未払金 1,413,152 396,538

前受金 251,155 922,813

未払法人税等 191,645 110,371

未払消費税等 14,548 23,894

賞与引当金 140,000 50,000

役員賞与引当金 30,000 4,000

その他 297,942 468,001

流動負債合計 3,715,691 3,061,796

固定負債

長期借入金 1,924,833 1,744,162

繰延税金負債 40,080 41,644

退職給付引当金 81,334 72,314

役員退職慰労引当金 44,540 45,980

資産除去債務 61,093 91,121

その他 5,061 19,221

固定負債合計 2,156,942 2,014,445

負債合計 5,872,634 5,076,241

純資産の部

株主資本

資本金 915,959 915,959

資本剰余金 923,505 923,505

利益剰余金 1,716,157 1,575,347

自己株式 △121 △248

株主資本合計 3,555,499 3,414,563

少数株主持分 4,437 4,423

純資産合計 3,559,937 3,418,987

負債純資産合計 9,432,571 8,495,229
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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 2,112,921 2,845,307

売上原価 1,825,148 2,407,752

売上総利益 287,773 437,555

販売費及び一般管理費 254,042 295,470

営業利益 33,731 142,084

営業外収益

受取利息 927 3,268

補助金収入 37,329 40,312

その他 546 272

営業外収益合計 38,804 43,852

営業外費用

支払利息 8,354 7,401

社債発行費償却 211 211

支払保証料 261 261

その他 0 1

営業外費用合計 8,827 7,875

経常利益 63,707 178,062

特別利益

貸倒引当金戻入額 90 －

賞与引当金戻入額 430 －

特別利益合計 520 －

特別損失

固定資産除却損 16 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 199 －

特別損失合計 215 －

税金等調整前四半期純利益 64,012 178,062

法人税、住民税及び事業税 39,937 132,342

法人税等調整額 △62,775 △54,769

法人税等合計 △22,837 77,573

少数株主損益調整前四半期純利益 86,850 100,489

少数株主損失（△） △12 △13

四半期純利益 86,862 100,502
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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 86,850 100,489

その他の包括利益

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 86,850 100,489

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 86,862 100,502

少数株主に係る四半期包括利益 △12 △13

㈱ＪＰホールディングス（2749）　平成24年3月期　第1四半期決算短信

－8－



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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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）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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