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

24年3月期第1四半期 1,574 6.5 32 △63.2 31 △63.8 11 △70.5

23年3月期第1四半期 1,477 13.8 89 32.1 85 38.3 40 15.3

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 1,131.48 ―

23年3月期第1四半期 3,841.06 ―

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

24年3月期第1四半期 2,579 725 28.1 69,082.92
23年3月期 2,498 734 29.4 69,951.44

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  725百万円 23年3月期  734百万円

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 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 1,800.00 1,800.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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) 3,214 7.1 155 △15.4 145 △17.4 76 △11.3 7,238.10
通期 6,577 8.0 331 3.4 311 2.4 165 12.0 15,714.29



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

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 10,500 株 23年3月期 10,500 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,500 株 23年3月期1Q 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１四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、電力供給への不安、持ち直しつ

つある雇用不安などが消費行動にも影を及ぼし、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人材の確保及び育成教育の充実を図り、お客様に満足し

 ていただける心のこもったサービス提供はもとより、働く従業員が満足できる処遇整備に努めてまいりました。  

   一方、東京都23区内ドミナントエリア拡充の一環として、６月に東京都23区内47施設目の「デイサービスセンタ

 ー墨田」を墨田区に開設、又、７月に江戸川区にオープンの「デイサービスセンター東葛西」、７月に西東京市へ

 オープンの「デイサービスセンター保谷」への積極的出店投資を図ってまいりました。 

   以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,574百万円（前年同期比6.5％増）、営業利益は32百万円（前年

 同期比63.2％減）、経常利益は31百万円（前年同期比63.8％減）、四半期純利益は11百万円（前年同期比70.5％ 

 減）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１四半期会計期間末における流動資産の残高は、1,790百万円（前事業年度末1,705百万円）となり、84百万

円増加しました。現金及び預金の増加53百万円、売掛金の増加39百万円が主な要因であります。 

   （固定資産） 

    当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は、789百万円（前事業年度末793百万円）となり、４百万円減

   少しました。敷金及び保証金の減少４百万円が主な要因であります。 

   （流動負債）    

    当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は、1,157百万円（前事業年度末971百万円）となり、185百万 

   円増加しました。短期借入金の増加190百万円が主な要因であります。 

   （固定負債） 

    当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は、696百万円（前事業年度末792百万円）となり、96百万円減

   少しました。長期借入金の減少85百万円が主な要因であります。 

   （純資産） 

     当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、725百万円（前事業年度末734百万円）となり、９百万円減少

   しました。配当金の支払21百万円、四半期純利益11百万円が要因であります。          

     

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月20日公表いたしました、平成24年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想から、変更はあり

ません。    

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 672,358 726,293

売掛金 922,539 961,846

商品 367 349

原材料 3,819 3,551

その他 107,215 98,564

貸倒引当金 △585 △481

流動資産合計 1,705,715 1,790,122

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 275,032 287,700

その他（純額） 98,322 90,244

有形固定資産合計 373,355 377,944

無形固定資産 134,472 128,248

投資その他の資産   

敷金及び保証金 174,980 170,416

その他 121,606 123,654

貸倒引当金 △11,227 △11,183

投資その他の資産合計 285,359 282,887

固定資産合計 793,187 789,080

資産合計 2,498,903 2,579,203

負債の部   

流動負債   

買掛金 130,511 130,820

短期借入金 110,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 342,218 328,218

未払法人税等 55,451 6,191

賞与引当金 57,077 15,730

その他 276,286 376,312

流動負債合計 971,545 1,157,273

固定負債   

長期借入金 557,037 471,798

退職給付引当金 70,480 72,953

その他 165,351 151,808

固定負債合計 792,868 696,559

負債合計 1,764,413 1,853,832



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30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 391,290 382,170

株主資本合計 734,490 725,370

純資産合計 734,490 725,370

負債純資産合計 2,498,903 2,579,203



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,477,622 1,574,242

売上原価 1,229,987 1,312,035

売上総利益 247,634 262,207

販売費及び一般管理費 158,213 229,268

営業利益 89,421 32,938

営業外収益   

受取利息 9 751

その他 1,584 2,318

営業外収益合計 1,594 3,070

営業外費用   

支払利息 5,128 4,942

その他 160 57

営業外費用合計 5,289 5,000

経常利益 85,726 31,008

特別損失   

事業所閉鎖損失 － 6,853

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 14,719 6,853

税引前四半期純利益 71,006 24,154

法人税、住民税及び事業税 1,817 1,974

法人税等調整額 28,858 10,299

法人税等合計 30,675 12,274

四半期純利益 40,331 11,880



  該当事項はありません。  

  

  

 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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