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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 5,224 5.3 90 △31.5 64 △30.8 50 ―

23年3月期第1四半期 4,962 △4.0 131 △26.6 92 △33.9 △95 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 61百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △132百万円 （―％）

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 6.14 ―

23年3月期第1四半期 △11.60 ―

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 11,467 1,559 13.4
23年3月期 11,517 1,580 13.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,535百万円 23年3月期  1,569百万円

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 5.00 10.00 15.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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) 10,600 5.3 115 △68.3 89 △73.1 38 △55.7 4.71
通期 21,975 7.0 470 △21.4 402 △33.1 300 △48.7 36.32



(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 

(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条件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.4「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 8,262,000 株 23年3月期 8,262,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,273 株 23年3月期 2,748 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,259,120 株 23年3月期1Q 8,260,568 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、景気は東日本大震災の影響により依然として厳しい状

況にあるものの、上向きの動きがみられるようになりました。生産にも同様な傾向がみられ、個人消費も下

げ止まってきました。先行きについては、サプライチェーンの立て直しが進み、生産活動が回復していくの

に伴い、景気が持ち直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23年６月15日に改正介護保険法が成立し、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、平成24年４月から「24時間対応の定期巡回・随時対応サービス」が

新たに創設されることになりました。 

このような状況のもと、当社グループの業績は、前連結会計年度に進めた施策の効果により、既存事業に

ついては前年同四半期比及び計画比で増収増益となりましたが、新規事業所の開設や「24時間対応の定期巡

回・随時対応サービス」創設に向けた準備のための先行投資を計画どおり実行したことにより、全体では営

業利益、経常利益とも前年同四半期比で減益となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高5,224百万円（前年同四半期比5.3％増）、営業

利益90百万円（前年同四半期比31.5％減）、経常利益64百万円（前年同四半期比30.8％減）、四半期純利益

50百万円（前年同四半期は、四半期純損失95百万円）となりました。 

  

セグメントの業績と具体的な取り組み状況を示すと、次のとおりです。 

なお、当第１四半期連結累計期間より、営業費用の配賦方法を変更しております。セグメント情報の期間

比較可能性を確保するために、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報について、営業費用の配賦方法

変更後の金額を記載しております。詳細は、３．四半期連結財務諸表（６）セグメント情報等【セグメント

情報】をご覧下さい。 

  

 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％又は20％加算される制度）を全国の全ての事業所において取得したことにより収益性が向

上しました。また、「24時間対応の定期巡回・随時対応サービス」のモデル事業受託に向けた準備を進め

ました。 

売上高は、2,939百万円と前年同四半期と比べて33百万円（1.2％）の増収、セグメント利益（営業利

益）は、389百万円と前年同四半期と比べて30百万円（8.6％）の増益となりました。 

  

 通所介護事業及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・登録率の向上により増

収増益となりました。また、平成23年４月に認知症対応型生活介護と小規模多機能型居宅介護を併設した

包括ケア拠点を１ヶ所開設するとともに、アセスメント施設（短期入所生活介護）の開設に向けた準備を

進めました。 

売上高は、969百万円と前年同四半期と比べて54百万円（5.9％）の増収、セグメント利益（営業利益）

は、10百万円と前年同四半期と比べて1百万円（11.9％）の増益となりました。 

  

 介護保険制度以外のサービス供給体制の整備を目的として、生活利便サービスを開発いたしました。こ

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

①訪問系居宅サービス

②施設系居宅サービス

③その他居宅サービス
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れは①要介護高齢者、一般高齢者世帯（独居・高齢者世帯）への生活利便なサービスの提供②食事・日用

品の宅配から、日常生活の様々な困りごとの代行サービスの提供であります。 

 また、居宅介護支援事業については、前連結会計年度において人員を増やした効果が現れ、増収増益と

なりました。 

売上高は、799百万円と前年同四半期と比べて55百万円（7.5％）の増収、セグメント損失（営業損失）

は、5百万円と前年同四半期と比べて15百万円改善しました。 

  

介護付有料老人ホーム事業については、平成22年11月に２施設（グリーン東京・ウェルピア市川）を事

業譲受し、平成22年12月に２施設を事業譲渡しましたが、施設改修費用等の経費が増加し、増収減益とな

りました。 

売上高は、454百万円と前年同四半期と比べて112百万円（32.8％）の増収、セグメント損失（営業損

失）は、78百万円となりました（前年同四半期は、セグメント利益30百万円）。 

  

「その他」の中に含まれる事業のうち、食事・食材提供事業は、介護付有料老人ホーム２施設を譲り受

けたことにより、売上高は増加しました。 

売上高は、223百万円と前年同四半期と比べて44百万円（24.7％）の増収、セグメント利益（営業利益）

は、1百万円となりました（前年同四半期は、セグメント損失0百万円）。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四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て50百万円減少し、11,467百万円と

なりました。これらは、主に現金及び預金140百万円、受取手形及び売掛金174百万円、その他流動資産122百

万円の減少、有形固定資産159百万円、無形固定資産176百万円の増加によるものです。          

負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて29百万円減少し、9,907百万円となりました。これら

は、主に未払金115百万円、長期借入金145百万円の減少、短期借入金180百万円、その他流動負債72百万円の

増加によるものです。 

純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて20百万円減少し、1,559百万円となりました。これ

らは、主に四半期純利益50百万円を計上しましたが、配当金の支払により82百万円減少したことなどによる

ものです。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況の分析 

  当第１四半期連結累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279百万円

の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが378百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが43百

万円の支出となりました。この結果、当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年

度末に比べ142百万円減少し、626百万円(前連結会計年度末比18.5％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63百万円を計上し、売上債権182百万、未

収入金77百万円、たな卸資産4百万円の減少、未払金8百万円の増加等により、279百万円の収入となり、前年

同四半期に比べ116百万円収入が増加いたしました。 

④居住施設サービス

⑤その他

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（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378百万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104百万円、無形固定資産の取得による支出213百万円、敷金及び保証金の差入れによる支

出42百万円等によるものです。前年同四半期に比べ336百万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43百万円の支出となりました。これらの主な要因は、長期借入金の

返済による支出205百万円、配当金の支払額74百万円、短期借入金の増加額150百万円、長期借入れによる収

入90百万円等によるものです。前年同四半期に比べ157百万円支出が減少いたしました。 

  

連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 902,790 762,579

受取手形及び売掛金 3,409,948 3,235,525

商品 3,996 1,485

原材料及び貯蔵品 64,699 62,877

その他 548,605 426,254

貸倒引当金 △22,189 △23,238

流動資産合計 4,907,849 4,465,483

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,697,107 1,725,557

土地 1,160,375 1,160,375

その他（純額） 119,387 250,225

有形固定資産合計 2,976,870 3,136,159

無形固定資産

のれん 1,386,089 1,361,708

その他 107,006 308,076

無形固定資産合計 1,493,096 1,669,785

投資その他の資産

投資その他の資産 2,123,429 2,180,540

貸倒引当金 △2,806 △2,771

投資その他の資産合計 2,120,622 2,177,768

固定資産合計 6,590,589 6,983,713

繰延資産

社債発行費 18,950 18,138

繰延資産合計 18,950 18,138

資産合計 11,517,390 11,467,335

負債の部

流動負債

買掛金 198,705 193,686

短期借入金 3,671,658 3,852,481

未払金 1,287,629 1,172,585

未払法人税等 88,130 23,632

その他 445,330 518,101

流動負債合計 5,691,453 5,760,486
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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

社債 599,040 599,040

長期借入金 2,675,870 2,529,923

退職給付引当金 342,651 362,191

その他 627,554 655,728

固定負債合計 4,245,115 4,146,882

負債合計 9,936,569 9,907,369

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 △2,111,731 △2,143,641

自己株式 △958 △1,092

株主資本合計 1,601,512 1,569,468

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △29,968 △31,930

繰延ヘッジ損益 △1,811 △1,682

その他の包括利益累計額合計 △31,780 △33,613

少数株主持分 11,088 24,111

純資産合計 1,580,820 1,559,966

負債純資産合計 11,517,390 11,467,335
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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 4,962,286 5,224,679

売上原価 4,230,058 4,465,353

売上総利益 732,228 759,326

販売費及び一般管理費 600,465 669,094

営業利益 131,763 90,231

営業外収益

受取利息 4,678 4,361

受取配当金 5,043 5,050

受取地代 1,147 14,592

補助金収入 5,292 20,630

その他 3,938 9,732

営業外収益合計 20,099 54,366

営業外費用

支払利息 45,530 41,042

その他 13,386 39,273

営業外費用合計 58,916 80,315

経常利益 92,946 64,282

特別損失

固定資産除却損 － 32

投資有価証券評価損 296 913

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,814 －

役員退職慰労金 162,512 －

特別損失合計 191,623 946

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△98,676 63,335

法人税、住民税及び事業税 20,573 21,258

法人税等調整額 △23,459 △21,628

法人税等合計 △2,885 △369

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△95,790 63,705

少数株主利益 － 13,022

四半期純利益又は四半期純損失（△） △95,790 50,682
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△95,790 63,705

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △36,740 △1,962

繰延ヘッジ損益 △379 128

その他の包括利益合計 △37,119 △1,833

四半期包括利益 △132,910 61,871

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △132,910 48,849

少数株主に係る四半期包括利益 － 13,022
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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)

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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△98,676 63,335

減価償却費 49,578 81,485

のれん償却額 24,226 24,226

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,564 19,539

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,199 1,013

受取利息及び受取配当金 △9,721 △9,411

支払利息 45,530 41,042

固定資産除却損 － 32

投資有価証券評価損益（△は益） 296 913

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,814 －

補助金収入 △5,292 △20,630

売上債権の増減額（△は増加） △29,903 182,981

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,533 4,332

未収入金の増減額（△は増加） △41,494 77,488

仕入債務の増減額（△は減少） 2,249 △5,019

未払金の増減額（△は減少） 215,648 8,791

その他 63,228 △122,084

小計 269,384 348,039

利息及び配当金の受取額 22,046 20,826

利息の支払額 △58,213 △49,878

補助金の受取額 3,000 36,403

法人税等の支払額 △73,524 △76,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 162,692 279,306

拘束性預金の増減額（△は増加） △2,379 △2,219

有形固定資産の取得による支出 △1,148 △104,798

有形固定資産の売却による収入 － 589

無形固定資産の取得による支出 － △213,600

貸付金の回収による収入 143 579

敷金及び保証金の差入による支出 △20,349 △42,389

敷金及び保証金の回収による収入 3,235 9,839

投資有価証券の取得による支出 △50,000 －

長期前払費用の取得による支出 △1,521 △26,448

その他 30,374 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,646 △378,547
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（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)

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） 100,000 150,000

長期借入れによる収入 － 90,000

長期借入金の返済による支出 △196,787 △205,124

自己株式の取得による支出 － △133

リース債務の返済による支出 △2,506 △3,860

配当金の支払額 △101,071 △74,070

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,364 △43,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,318 △142,429

現金及び現金同等物の期首残高 784,929 769,211

現金及び現金同等物の四半期末残高 705,611 626,781
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

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) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、労働者派遣事業、食事・食材の提供事

業及びソフトウェア開発事業等を含んでおります。 

２  セグメント利益の調整額△244,557千円には、セグメント間取引消去1,515千円及び各セグメントに配分していない

全社費用△246,072千円が含まれております。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等であり

ます。 

３  セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）追加情報

（６）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期
連結損益
計算書 
計上額 
(注)３

訪問系 
居宅 

サービス

施設系 
居宅 

サービス

その他
居宅 

サービス

居住施設
サービス

計

売上高

外部顧客への売
上高

2,905,373 915,142 743,318 341,988 4,905,823 56,463 4,962,286 － 4,962,286

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － － － － 122,977 122,977 △122,977 －

計 2,905,373 915,142 743,318 341,988 4,905,823 179,441 5,085,264 △122,977 4,962,286

セグメント利益又
は損失(△)

358,663 9,533 △21,422 30,281 377,056 △735 376,320 △244,557 131,763
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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) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、労働者派遣事業、食事・食材の提供事

業等を含んでおります。 

２  セグメント利益の調整額△226,623千円には、セグメント間取引消去28,148千円及び各セグメントに配分していな

い全社費用△254,772千円が含まれております。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等であ

ります。 

３  セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．営業費用の配賦方法の変更 

 従来、営業費用の配賦方法については、各セグメントとの関連が不明確な一般管理費等及び各セグメント

に帰属しない一般管理費等をその他に含めて表示しておりましたが、セグメント別の損益をより明瞭に表示

するために、当第１四半期連結累計期間より、それぞれの費用の性質に応じ、合理的な配賦基準に基づき、

各セグメントに配賦し、かつ、各セグメントに帰属しない一般管理費等を全社費用として調整額に含める方

法に変更しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報も変更後の配賦基準で表示しております。 

  

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 

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期
連結損益
計算書 
計上額 
(注)３

訪問系 
居宅 

サービス

施設系 
居宅 

サービス

その他
居宅 

サービス

居住施設
サービス

計

売上高

外部顧客への売
上高

2,939,024 969,200 799,308 454,296 5,161,830 62,849 5,224,679 － 5,224,679

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － － － － 160,919 160,919 △160,919 －

計 2,939,024 969,200 799,308 454,296 5,161,830 223,768 5,385,598 △160,919 5,224,679

セグメント利益又
は損失(△)

389,402 10,671 △5,979 △78,942 315,151 1,703 316,854 △226,623 90,231

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（８）その他注記事項

連結キャッシュ・フロー計算書

(平成22年６月30日現在) (平成23年６月30日現在)

(千円) (千円)

現金及び預金勘定 798,988 762,579

拘束性預金 △93,377 △135,798

現金及び現金同等物 705,611 626,781
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