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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 10,538 4.7 156 △57.0 121 △63.7 76 △12.4

23年3月期第2四半期 10,068 △0.8 363 16.0 333 53.6 87 △28.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 97百万円 （119.8％） 23年3月期第2四半期 44百万円 （―％）

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 9.31 ―

23年3月期第2四半期 10.63 ―

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 12,264 1,595 12.8
23年3月期 11,517 1,580 13.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,568百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、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 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2Q 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2Q 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2Q 8,258,952 株 23年3月期2Q 8,260,480 株
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当第２四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

る中で、持ち直しの動きが続いているものの、そのペースは緩やかになってきました。生産にも同様な傾向がみら

れ、個人消費も横ばいとなっています。先行きについては、サプライチェーンの立て直しなどにより、景気の持ち

直し傾向が続くことが期待されますが、海外経済の減速や為替レートの変動などにより、景気が下振れするリスク

が存在しています。 

 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「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が新たに創設されること

になりました。また、現在、平成24年度の介護報酬改定に関する検討が具体的に進められています。 

  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、既存の居宅サービ

ス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。一方、新規事業所の開設、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護」創設に向けた準備のための人員体制強化、東日本大震災の復興支援の一環として仮設住宅サポ

ートセンターの運営受託などを行いました。これらにより、全体では営業利益、経常利益とも計画比30％以上の増

益となったものの、前年同四半期比では減益となりました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高10,538百万円（前年同四半期比4.7％増）、営業利益

156百万円（前年同四半期比57.0％減）、経常利益121百万円（前年同四半期比63.7％減）、四半期純利益76百万円

（前年同四半期比12.4％減）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２四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時間定期巡回随時対応サービスモデル事業」を６区市から受託するとともに、その他の地域において

も「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の創設に向けた準備を進めました。 

  売上高は、5,871百万円と前年同四半期と比べて34百万円（0.6％）の増収、セグメント利益（営業利益）は、

751百万円と前年同四半期と比べて66百万円（9.6％）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月に認知症対応型共同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ヶ所開設したのに続き、平成23年８月にアセスメント施設（短期入所生活介護）、認知症対応型共同生

活介護、認知症対応型通所介護を併設した拠点を１ヶ所開設しました。さらに、東日本大震災の復興支援の一環

として、運営を受託した仮設住宅サポートセンターに通所介護を併設する準備を進めました。 

売上高は、2,006百万円と前年同四半期と比べて170百万円（9.3％）の増収、セグメント利益（営業利益）は、

32百万円と前年同四半期と比べて20百万円（160.5％）の増益となりました。 

  

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

①訪問系居宅サービス

②施設系居宅サービス
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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、1,620百万円と前年同四半期と比べて137百万円（9.3％）の増収、セグメント損失（営業損失）

は、26百万円と前年同四半期と比べて31百万円改善しました。 

  

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、910百万円と前年同四半期と比べて411百万円（82.5％）の増収、セグメント損失（営業損失）は、

156百万円となりました（前年同四半期は、セグメント利益60百万円）。 

  

「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。また、前年同四半期には介護付有料老人ホーム２施設の運営コンサル料が含

まれており、売上高の総額は減少となりました。 

  売上高は、451百万円と前年同四半期と比べて207百万円（前年同四半期は、売上高658百万円）の減収、セグ

メント利益（営業利益）は、７百万円と前年同四半期と比べて74百万円（前年同四半期は、セグメント利益82百

万円）の減益となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四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747百万円増加し、12,264百万円となり

ました。これらは、主に現金及び預金448百万円、その他流動資産165百万円、無形固定資産136百万円、有形固定資

産85百万円の増加、受取手形及び売掛金148百万円の減少によるものです。 

負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて732百万円増加し、10,668百万円となりました。これら

は、主に短期借入金645百万円、未払金90百万円、その他固定負債48百万円の増加、社債60百万円の減少によるもの

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15百万円増加し、1,595百万円となりました。これら

は、主に四半期純利益76百万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。 

  

③その他居宅サービス

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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 ②キャッシュ・フローの状況の分析 

  当第２四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374百万円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローが433百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが497百万円の収

入となりました。この結果、当第2四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438百

万円増加し、1,207百万円(前連結会計期間比57.0％増)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当期純利益100百万円を計上し、売上債権157百万円、未収入

金80百万円、たな卸資産５百万円の減少、未払金36百万円の増加等により、374百万円の収入となり、前年同四半期

に比べ145百万円収入が増加いたしました。 

（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433百万円の支出となりました。これらの主な要因は、無形固定資産の取得

による支出213百万円、有形固定資産の取得による支出104百万円、敷金及び保証金の差入れによる支出82百万円、

株式取得費用として新規連結子会社の取得による支出64百万円等によるものです。前年同四半期に比べ319百万円支

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497百万円の収入となりました。これらの主な要因は、長期借入金の返済に

よる支出386百万円、配当金の支払額87百万円、社債の償還による支出60百万円、短期借入金の増加額550百万円、

長期借入れによる収入490百万円等によるものです。前年同四半期に比べ767百万円収入が増加いたしました。 

  

当第２四半期連結累計期間においては、営業利益、経常利益、四半期純利益とも計画を30％を上回る結果となり

ましたが、現時点では、通期の連結業績予想の修正は行っておりません。 

  

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 902,790 1,351,400

受取手形及び売掛金 3,409,948 3,261,200

商品 3,996 1,326

原材料及び貯蔵品 64,699 61,775

その他 548,605 714,249

貸倒引当金 △22,189 △23,233

流動資産合計 4,907,849 5,366,718

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,697,107 1,836,322

土地 1,160,375 1,160,375

その他（純額） 119,387 65,762

有形固定資産合計 2,976,870 3,062,461

無形固定資産

のれん 1,386,089 1,337,327

その他 107,006 292,210

無形固定資産合計 1,493,096 1,629,538

投資その他の資産

投資その他の資産 2,123,429 2,191,298

貸倒引当金 △2,806 △2,766

投資その他の資産合計 2,120,622 2,188,531

固定資産合計 6,590,589 6,880,531

繰延資産

社債発行費 18,950 17,326

繰延資産合計 18,950 17,326

資産合計 11,517,390 12,264,576

負債の部

流動負債

買掛金 198,705 207,943

短期借入金 3,671,658 4,316,693

未払金 1,287,629 1,378,398

未払法人税等 88,130 54,751

その他 445,330 435,004

流動負債合計 5,691,453 6,392,792

固定負債

社債 599,040 538,560

長期借入金 2,675,870 2,684,537

退職給付引当金 342,651 376,378

その他 627,554 676,335

固定負債合計 4,245,115 4,275,810

負債合計 9,936,569 10,668,603
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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 3,030,859 3,030,859

資本剰余金 683,343 683,343

利益剰余金 △2,111,731 △2,117,414

自己株式 △958 △1,092

株主資本合計 1,601,512 1,595,695

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 △25,135

繰延ヘッジ損益 △1,811 △1,571

その他の包括利益累計額合計 △31,780 △26,707

少数株主持分 11,088 26,985

純資産合計 1,580,820 1,595,973

負債純資産合計 11,517,390 12,264,576
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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 10,068,326 10,538,201

売上原価 8,499,452 9,084,920

売上総利益 1,568,874 1,453,281

販売費及び一般管理費 1,205,540 1,297,206

営業利益 363,333 156,074

営業外収益

受取利息 9,468 8,820

受取配当金 5,203 5,230

受取地代 4,460 32,672

補助金収入 27,791 43,034

その他 29,046 14,538

営業外収益合計 75,970 104,296

営業外費用

支払利息 91,137 81,975

その他 14,701 57,288

営業外費用合計 105,838 139,264

経常利益 333,464 121,106

特別損失

固定資産除却損 1,586 32

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,814 －

投資有価証券評価損 296 6,540

役員退職慰労金 162,512 －

契約変更に伴う精算金 － 14,285

その他 734 －

特別損失合計 193,943 20,859

税金等調整前四半期純利益 139,521 100,247

法人税、住民税及び事業税 43,987 49,476

法人税等調整額 4,827 △42,035

法人税等合計 48,814 7,441

少数株主損益調整前四半期純利益 90,706 92,806

少数株主利益 2,890 15,896

四半期純利益 87,815 76,909
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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 90,706 92,806

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △45,615 4,833

繰延ヘッジ損益 △557 239

その他の包括利益合計 △46,172 5,073

四半期包括利益 44,533 97,879

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 41,642 81,982

少数株主に係る四半期包括利益 2,890 15,896
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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)

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 139,521 100,247

減価償却費 99,851 166,725

のれん償却額 48,453 48,453

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,012 33,727

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,054 1,003

受取利息及び受取配当金 △14,671 △14,050

支払利息 91,137 81,975

固定資産除却損 1,586 32

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,814 －

投資有価証券評価損益（△は益） 296 6,540

補助金収入 △27,791 △43,034

売上債権の増減額（△は増加） △56,328 157,502

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,243 5,593

未収入金の増減額（△は増加） △208,559 80,637

仕入債務の増減額（△は減少） 518 9,238

未払金の増減額（△は減少） 139,814 36,809

その他 65,370 △211,407

小計 351,215 459,997

利息及び配当金の受取額 22,404 21,806

利息の支払額 △100,046 △89,982

補助金の受取額 30,791 58,457

法人税等の支払額 △75,831 △76,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 228,533 374,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の増減額（△は増加） △20,771 △10,524

有形固定資産の取得による支出 △22,582 △104,340

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

投資有価証券の取得による支出 △50,000 －

投資有価証券の償還による収入 － 50,000

新規連結子会社の取得による支出 － △64,741

貸付金の回収による収入 267 692

敷金及び保証金の差入による支出 △25,434 △82,390

敷金及び保証金の回収による収入 7,042 17,764

長期前払費用の取得による支出 △2,812 △27,068

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,291 △433,619
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（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)

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） 180,000 550,000

長期借入れによる収入 － 490,000

長期借入金の返済による支出 △362,199 △386,298

社債の償還による支出 － △60,480

自己株式の取得による支出 △189 △133

配当金の支払額 △82,245 △87,835

リース債務の返済による支出 △5,012 △7,721

財務活動によるキャッシュ・フロー △269,646 497,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △155,404 438,084

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 629,525 1,207,296
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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） 

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△419,014千円には、セグメント間取引消去65,913千円及び各セグメントに配分していな

い全社費用△484,927千円が含まれております。全社費用は、主に各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

5,836,915 1,835,705 1,483,164 499,275 9,655,060 413,266 10,068,326 － 10,068,326

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － － － － 245,111 245,111 △245,111 －

計 5,836,915 1,835,705 1,483,164 499,275 9,655,060 658,377 10,313,437 △245,111 10,068,326

セグメント利益又
は損失(△)

685,751 12,663 △58,248 60,161 700,328 82,020 782,348 △419,014 363,333
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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） 

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△452,594千円には、セグメント間取引消去60,028千円及び各セグメントに配分していな

い全社費用△512,622千円が含まれております。全社費用は、主に各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２四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。 

  

１．当社は、平成23年６月16日開催の取締役会において当社の完全子会社である株式会社ジャパンケアサービス

東日本が、同じく当社の完全子会社である株式会社ジャパンケアサービスを吸収し、下記のとおり合併するこ

とを決議いたしました。 

 (1)合併の目的 

当社は、連結子会社である株式会社ジャパンケアサービスおよび株式会社ジャパンケアサービス東日本

（株式会社コムスンからの承継事業の運営会社）において介護サービス事業を運営しております。これま

で、２社の社内組織の一本化、就業規則・人事制度の統一、人事交流の促進等の施策を実施し、実質的な一

体運営による組織の融合を進めてまいりました。 

 今般、新たな中期経営戦略に基づき、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を中心とする地域包括ケア体制

を構築していくためには、会社間の垣根を完全に取り除き、地域ごとに利用者ニーズに即した事業所の再編

成を行い、適材適所の人材配置を実現することが不可欠であるとの判断に至り、両社を合併することといた

しました。 

これにより、中期経営戦略の実行をスピード・アップするとともに、経営資源の効果的かつ効率的な配分

(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

5,871,182 2,006,529 1,620,810 910,981 10,409,503 128,697 10,538,201 － 10,538,201

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － － － － 322,433 322,433 △322,433 －

計 5,871,182 2,006,529 1,620,810 910,981 10,409,503 451,131 10,860,635 △322,433 10,538,201

セグメント利益又
は損失(△)

751,757 32,989 △26,650 △156,765 601,331 7,337 608,668 △452,594 156,074

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（８）重要な後発事象

㈱ジャパンケアサービスグループ（7566）平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 12 -



が可能になることから、当社グループの収益力のさらなる向上につながるものと考えます。 

 (2)合併の日程 

合併期日（効力発生日） 平成23年10月１日 

 (3)合併方式 

株式会社ジャパンケアサービス東日本を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社ジャパンケアサービ

スは解散いたします。 

 (4)合併比率及び合併交付金 

当社の完全子会社同士の合併であることから合併比率の取り決めはありません。また、合併による新株式

の発行及び合併交付金の支払もありません。 

 (5)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 (6)合併当事会社の概要 

 
 

 (7)存続会社の商号変更 

   ①新商号 

株式会社ジャパンケアサービス（旧商号 株式会社ジャパンケアサービス東日本） 

   ②変更日 

平成23年10月１日 

   ③変更の理由 

当社は、これまで東日本を中心に事業展開しておりましたが、今般、新たな中期経営戦略において、事業

展開地域を西日本へも拡大し、全国展開を目指すことといたしました。これを踏まえ存続会社の商号から

「東日本」を外すことといたしました。 

 (8)合併及び商号変更後の状況 

 
  

 
平成23年３月31日現在

合併存続会社 合併消滅会社

商号 株式会社ジャパンケアサービス東日本 株式会社ジャパンケアサービス

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業

所 在 地 東京都豊島区北大塚一丁目13番15号 東京都豊島区北大塚一丁目13番15号

資 本 金 50,000千円 50,000千円

純 資 産 △1,726,583千円 2,676,080千円

総 資 産 5,010,211千円 5,924,661千円

大 株 主 株式会社ジャパンケアサービスグループ 100％ 株式会社ジャパンケアサービスグループ 100％

①商     号 ：株式会社ジャパンケアサービス

②事  業  内  容 ：介護サービス事業

③本 店 所 在 地 ：東京都豊島区北大塚一丁目13番15号

④代  表  者 ：代表取締役社長 馬袋秀男

⑤資  本  金 ：50,000千円

⑥事業年度の末日 ：３月31日
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２．当社は、平成23年９月15日開催の取締役会決議に基づき、同日付けで株式会社プランニングケア及び有限会

社ビー・スマートの株式譲渡契約を締結し、平成23年10月３日に当該株式を取得いたしました。 

 (1)株式取得の理由 

当社は、これまで東日本を中心に事業展開しておりましたが、新たな中期経営戦略において、事業展開を

西日本へも拡大し、全国展開を目指すことといたしました。 

株式会社プランニングケア及び有限会社ビー・スマートは、大阪府門真市を中心に訪問介護、通所介護な

どの在宅介護事業、認知症対応型共同生活介護、介護付有料老人ホームなどの施設介護事業、高齢者住宅事

業など、地域密着で総合的な介護事業を展開している会社です。 

同２社を子会社化することは、当社が目指す西日本への事業展開や地域包括ケア体制の構築のための重要

な基盤になると考えております。 

これにより、中期経営戦略の実行をスピード・アップするとともに、当社グループの収益力のさらなる向

上、企業価値の向上につながるものと判断いたしました。 

 (2)異動する子会社の概要 

 
  

(1)商号 株式会社プランニングケア 有限会社ビー・スマート

(2)本店所在地 大阪府門真市岸和田二丁目16番９号 大阪府門真市岸和田二丁目16番９号

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 光野 有二朗 代表取締役社長 光野 有二朗

(4)事業内容 介護事業 介護事業

(5)資本金の額 10百万円 ３百万円

(6)設立年月日 平成16年３月12日 平成14年６月６日

(7)大株主及び持株比率 光野有二朗 70％ 光野ちなみ 30％ 光野有二朗 83％ 光野ちなみ 17％

(8)当社との関係 資本関係 該当事項はありません 資本関係 該当事項はありません

人的関係 該当事項はありません 人的関係 該当事項はありません

取引関係 該当事項はありません 取引関係 該当事項はありません

(9) 近3期間の業績及び財政状態 平成20年10月期 平成21年10月期 平成22年10月期 平成21年４月期 平成22年４月期 平成23年４月期

純資産(百万円) 18 24 93 48 53 66

総資産(百万円) 147 247 756 108 122 141

１株当たり純資産(円) 18,168.17 24,712.06 93,149.12 800,921.78 896,376.16 1,115,031.06

売上高(百万円) 300 376 967 140 149 180

営業利益(百万円) 0 7 155 4 5 24

経常利益(百万円) 3 8 126 5 7 22

当期純利益(百万円) 2 6 68 5 5 13

１株当たり当期純利益(円) 2,339.15 6,543.89 68,437.05 88,326.20 95,454.38 218,654.90
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 (3)取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

 
  

 (4)日程 

 
  

 (5)株式の取得先       光野 有二朗（大阪府交野市） 

光野 ちなみ（大阪府交野市） 

  

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 

 
  

株式会社プランニングケア 有限会社ビー・スマート

(1)異動前の所有株式数 ０株（所有割合：０％） ０株（所有割合：０％）

(2)取得株式数 1,000株(発行済株式数に対する割合：100％) 60株(発行済株式数に対する割合：100％)

取得価額(411百万円) 取得価額(35百万円)

(3)異動後の所有株式数 1,000株（所有割合：100％） 60株（所有割合：100％）

株式会社プランニングケア 有限会社ビー・スマート

(1)取締役会決議 平成23年９月15日 平成23年９月15日

(2)株式譲渡契約締結 平成23年９月15日 平成23年９月15日

(3)引渡期日 平成23年10月３日 平成23年10月３日

（９）その他注記事項

連結キャッシュ・フロー計算書

(平成22年９月30日現在) (平成23年９月30日現在)

(千円) (千円)

現金及び預金勘定 741,294 1,351,400

拘束性預金 △111,769 △144,103

現金及び現金同等物 629,525 1,207,296
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