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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 12,398 12.2 652 9.2 652 10.0 404 33.1
23年3月期第2四半期 11,054 10.6 597 76.1 593 88.6 303 143.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 401百万円 （33.7％） 23年3月期第2四半期 300百万円 （―％）

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2四半期 5,620.16 5,590.28
23年3月期第2四半期 4,221.75 4,206.91

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 10,139 3,461 33.1
23年3月期 9,648 3,097 31.9

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  3,360百万円 23年3月期  3,080百万円

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 ― 1,700.00 1,700.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 1,800.00 1,800.00

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、対前期増減率）

（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

通期 25,056 2.9 1,500 12.5 1,489 8.1 857 14.6 11,921.78



(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レビュー手続対象外であり、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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。 
 業績予想に関する事項については、【添付資料】Ｐ．２「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。 

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2Q 71,886 株 23年3月期 71,886 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 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2Q 71,886 株 23年3月期2Q 71,886 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による供給面の制約がほぼ解消し、生

産活動や輸出は緩やかに増加を続けており、景気は持ち直しの動きが見られます。しかしながら、欧州の金融不

安や急激な円高により、先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

介護サービス業界では、引き続き高齢化が進むなか、介護サービス受給者数及び介護給付費が増加し、介護サ

ービス需要は高まっております。その一方で、介護サービス供給の担い手である介護従事者については、求人倍

率が上昇し採用が難しくなる傾向にあり、人材の確保が経営上の課題となっております。 

このような状況の中で当社グループにおいては、人材採用の強化と並んで、前連結会計年度及び当第２四半期

連結累計期間において新規に開設した営業所の集客に注力してまいりました。この結果、売上高は123億98百万

円（前年同期比12.2％増）、営業利益は６億52百万円（同9.2％増）、経常利益は６億52百万円（同10.0％

増）、及び四半期純利益は４億４百万円（同33.1％増）となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの業績を示すと、次のとおりであります（セグメント間取引を

含む）。 

・介護サービス事業 

介護サービス事業では、施設系サービスにおいて新規開設営業所の早期黒字化に取り組むとともに既存営業所

の営業を強化し集客を進め、また、訪問系サービスでは訪問看護サービスをはじめとして人材採用を強化し新規

顧客獲得に注力することで、業績は順調に推移しました。この結果、売上高は121億18百万円（前年同期比

12.2％増）、営業利益は５億83百万円（同9.3％増）となりました。  

・その他 

その他では、セントワークス株式会社において介護保険請求ＡＳＰシステムの販売が順調に推移し、売上高は

４億45百万円（同11.3％増）、営業利益は44百万円（同22.9％増）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末（以下「前期末」という）より４億91百万円（前期

末比5.1％）増加し、101億39百万円となりました。 

流動資産は、前期末より１億39百万円（同3.1％）増加し、46億11百万円となりました。これは主に現金及び

預金が１億74百万円減少した一方で、売掛金が３億76百万円増加したことによるものであります。 

固定資産は、前期末より３億23百万円（同6.3％）増加し、54億85百万円となりました。これは主に有形固定

資産が２億13百万円増加したことによるものであります。 

繰延資産は、前期末より29百万円（同219.4％）増加し、42百万円となりました。 

流動負債は、前期末より、２億９百万円（同5.8％）減少し、34億32百万円となりました。これは主に短期借

入金が２億円、１年内償還予定の社債が２億円減少したことによるものであります。 

固定負債は、前期末より３億36百万円（同11.6％）増加し、32億45百万円となりました。これは主に長期借入

金が２億72百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、前期末より３億64百万円（同11.8％）増加し、34億61百万円となりました。これは主に利益剰余金

が２億81百万円増加したことによるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における業績を踏まえたうえで、通期の業績予想については、平成23年５月13日に

発表いたしました業績予想から変更はありません。今後、何らかの事情により業績予想から変更が生じた場合に

は適切に開示してまいります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,359,947 1,185,803

売掛金 2,562,071 2,938,778

たな卸資産 72,835 73,221

その他 488,448 418,076

貸倒引当金 △10,695 △4,265

流動資産合計 4,472,606 4,611,614

固定資産   

有形固定資産 1,784,535 1,998,318

無形固定資産   

のれん 949,077 881,990

その他 307,793 362,730

無形固定資産合計 1,256,870 1,244,721

投資その他の資産   

差入保証金 1,427,509 1,541,751

その他 704,024 702,376

貸倒引当金 △10,495 △1,364

投資その他の資産合計 2,121,038 2,242,763

固定資産合計 5,162,444 5,485,802

繰延資産 13,218 42,221

資産合計 9,648,270 10,139,638

負債の部   

流動負債   

買掛金 246,857 266,537

短期借入金 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 418,920 502,062

1年内償還予定の社債 310,000 110,000

未払金 1,522,230 1,549,490

未払法人税等 328,978 327,064

賞与引当金 118,387 256,715

その他 496,975 420,788

流動負債合計 3,642,348 3,432,658

固定負債   

社債 600,000 545,000

長期借入金 920,418 1,193,377

退職給付引当金 394,707 440,237

資産除去債務 7,938 14,472

その他 985,604 1,052,195

固定負債合計 2,908,668 3,245,282

負債合計 6,551,016 6,677,940
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,009,839 1,009,839

資本剰余金 841,789 841,789

利益剰余金 1,232,227 1,514,032

株主資本合計 3,083,855 3,365,660

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,891 △5,395

その他の包括利益累計額合計 △2,891 △5,395

新株予約権 15,956 25,177

少数株主持分 332 76,256

純資産合計 3,097,253 3,461,698

負債純資産合計 9,648,270 10,139,638
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 11,054,656 12,398,354

売上原価 9,395,303 10,598,150

売上総利益 1,659,352 1,800,204

販売費及び一般管理費 1,061,451 1,147,573

営業利益 597,900 652,630

営業外収益   

受取利息 3,843 3,778

受取配当金 2,629 3,165

受取保険金 4,610 2,200

受取家賃 8,270 7,106

補助金収入 14,807 4,217

助成金収入 5,790 9,420

その他 12,926 11,720

営業外収益合計 52,877 41,608

営業外費用   

支払利息 32,107 35,394

その他 25,415 6,250

営業外費用合計 57,523 41,644

経常利益 593,255 652,594

特別利益   

固定資産売却益 － 238

補助金収入 4,473 725

助成金収入 － 18,145

持分変動利益 － 4,040

特別利益合計 4,473 23,149

特別損失   

固定資産除却損 2,050 1,522

固定資産圧縮損 4,473 725

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,111 －

災害による損失 － 12,901

特別損失合計 13,635 15,150

税金等調整前四半期純利益 584,092 660,593

法人税等 280,553 256,619

少数株主損益調整前四半期純利益 303,538 403,974

少数株主利益又は少数株主損失（△） 54 △36

四半期純利益 303,484 404,010
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 303,538 403,974

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,174 △2,504

その他の包括利益合計 △3,174 △2,504

四半期包括利益 300,363 401,469

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 300,309 401,506

少数株主に係る四半期包括利益 54 △36
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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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