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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 「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）の適用により、平成23年３月期の連結財務諸表を遡及処理しております。詳細については、添付
資料16ページ「４．連結財務諸表 (6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却
の方法 ３ リース資産 （会計方針の変更）」をご覧ください。 

(2) 連結財政状態 

 「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）の適用により、平成23年３月期の連結財務諸表を遡及処理しております。詳細については、添付
資料16ページ「４．連結財務諸表 (6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却
の方法 ３ リース資産 （会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 「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）の適用により、平成23年３月期の連結財務諸表を遡及処理しております。詳細については、添付
資料16ページ「４．連結財務諸表 (6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却
の方法 ３ リース資産 （会計方針の変更）」をご覧ください。 
 

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 21,830 6.3 272 △61.4 △136 ― △752 ―

23年3月期 20,545 2.5 706 △2.8 411 △24.3 394 7.0

（注）包括利益 24年3月期 △726百万円 （―％） 23年3月期 391百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △91.08 ― △85.8 △1.0 1.2
23年3月期 47.79 ― 32.6 3.3 3.4

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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 14,726 494 3.1 55.61
23年3月期 13,884 1,304 9.3 156.65

（参考） 自己資本   24年3月期  459百万円 23年3月期  1,293百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 926 △924 471 1,242
23年3月期 545 △74 △486 769

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 5.00 10.00 15.00 123 21.2 10.2
24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 11,600 10.1 200 28.1 △20 ― △110 ― △13.32

通期 24,000 9.9 700 156.7 300 ― 100 ― 12.11



※  注記事項 

(1) 期中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) 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） 

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  ： 有

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 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 4,119 株 23年3月期 2,748 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 8,258,742 株 23年3月期 8,260,130 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 1,271 △15.4 198 △53.8 139 △66.9 △1,188 ―

23年3月期 1,501 18.4 428 78.1 423 100.4 137 △54.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △143.88 ―

23年3月期 16.22 ―

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 9,611 2,646 27.5 320.43
23年3月期 10,852 3,916 36.1 474.21

（参考） 自己資本 24年3月期  2,646百万円 23年3月期  3,916百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
・当社は、平成24年５月16日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 



  

１．経営成績 ………………………………………………………………………………… 2 

（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………… 2 

（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………… 2 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………… 3 

２．企業集団の状況 ………………………………………………………………………… 4 

３．経営方針 ………………………………………………………………………………… 5 

（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………… 5 

（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………… 5 

（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………… 5 

（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………… 6 

４．連結財務諸表 …………………………………………………………………………… 7 

（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………… 7 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………… 9 

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………… 11 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………… 13 

（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 15 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………… 15 

（７）追加情報 ……………………………………………………………………………… 18 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………… 18 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） ………………………………………… 18 

（セグメント情報等） ……………………………………………………………… 19 

（１株当たり情報） ………………………………………………………………… 23 

（重要な後発事象） ………………………………………………………………… 23 

５．その他 …………………………………………………………………………………… 23 

（１）役員の異動 …………………………………………………………………………… 23 

  

○添付資料の目次

㈱ジャパンケアサービスグループ（7566）平成24年３月期　決算短信

1



①当期の経営成績 

当連結会計年度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、緩やかに持ち直しています。生産は緩やかに持ち直しており、個人消費は底堅く推移し、雇用

情勢は持ち直しの動きも見られるものの依然として厳しい状況です。先行きについては、景気の持ち直

し傾向が確かなものとなることが期待されますが、欧州の政府債務危機や原油高等の影響により海外景

気が下振れし、わが国の景気が下押しされ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、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療・介護・予防・住ま

い・生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」を実現するため、平成24年４

月から介護保険制度が改正され、新しいサービスとして「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が創設

されました。合わせて介護報酬が改定され、各介護サービスの報酬の見直しに加え、介護職員処遇改善

加算の創設（旧介護職員処遇改善交付金を介護報酬として見直し）や地域区分の見直し（地域間格差の

是正）が行われ、介護サービス事業者の今後の業績に少なからず影響を及ぼすと考えられます。 

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政策の効果により、居宅サ

ービスについては前年同期比で増収増益となりました。また、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を進めるとともに、平成23年10月１日付で

連結子会社（株式会社ジャパンケアサービスと株式会社ジャパンケアサービス東日本）の合併及びブラ

ンドの刷新、平成23年10月３日付で西日本への事業拡大の一環として大阪府門真市の株式会社プランニ

ングケア及び有限会社ビー・スマートの完全子会社化を実施しました。 

 さらに、総合的な介護サービスを全国規模で提供できる企業グループを目指して株式会社メッセージ

と経営統合を行うこととしました。株式会社メッセージによる当社株式の公開買付けを通じて、当社は

平成24年３月８日付で同社の連結子会社となり、今後、一連の手続を経て完全子会社となる予定です。

これに伴い、親会社の会計方針に合わせるため、一部会計方針を変更しております。 

 以上の結果、当連結会計年度は、売上高21,830百万円（前期は20,545百万円）、営業利益272百万円

（前期は706百万円）、経常損失136百万円（前期は経常利益411百万円）、当期純損失752百万円（前期

は当期純利益394百万円）となりました。 

  

  ②次期の見通し 

次期は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護（訪問看護複合サービスも含

む）などの事業所を新設するほか、株式会社プランニングケア及び有限会社ビー・スマートの通期での

貢献や介護報酬改定のプラス影響などにより、売上高24,000百万円、営業利益700百万円、経常利益300

百万円、当期純利益100百万円を見込んでおります。 

  

当連結会計期間末における資産合計は、前連結会計期間末に比べ842百万円増加し、資産残高は

14,726百万円となりました。これらは、主に現金及び預金が499百万円、無形固定資産が537百万円増加

し、繰延税金資産276百万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1,652百万円増加し、負債残高は、14,231円百万

円となりました。これらは、主に短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金1,106百万円、未払金379

百円が増加したこと等によります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ809百万円減少し、当連結会計年度末における純資

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
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産残高は494百万円となりました。これらは主に利益剰余金834百万円の減少によるものであります。

  

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシ・フローが926百万円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローが924百万円の支出、財務活動によるキャッシュフローが471百

万円の収入となりました。この結果、当連結会計期間期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末

に比べ473百万円増加し、1,242百万円(前連結会計期間比61.4％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損失297百万円を計上し、売上債権116百万

円、未収入金121百万円の減少、未払金418百万円の増加等により、926百万円の収入となり、前年に比

べ381百万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924百万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290百万円、無形固定資産の取得による支出285百万円、差入保証金・敷金の支

出218百万円、新規連結子会社取得による支出285百万円等によるものです。前年に比べ850百万円支出

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471百万円の収入となりました。これらの主な要因は、短期借

入金900百万円の増加、社債の償還による支出120百万円、配当金の支払90百万円等によるものです。前

年に比べ957百万円支出が減少いたしました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  

当社はこれまで、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と考え、株主に対して業績動向、株主資

本利益率、配当性向を考慮の上、増配等によって積極的に利益還元を行うことを基本方針としておりま

したが、平成24年１月19日付「平成24年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」にて開示いたしまし

たとおり、当期の期末配当は行わないことといたしました。なお、次期は期末時点では株式会社メッセ

ージの完全子会社となる予定です。 

②キャッシュ・フローの状況

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率 17.5 6.4 10.2 9.3 3.1

時価ベースの自己資本比率 9.1 7.6 25.1 21.4 19.2

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

－ － 10.9 17.8 11.5

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

－ － 3.6 1.1 1.9

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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  当連結会計年度において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。 

 平成23年10月１日付で株式会社ジャパンケアサービス東日本を存続会社、株式会社ジャパンケアサー

ビスを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行っており、株式会社ジャパンケアサービスに商号変更して

おります。また、平成23年10月３日付で新たに株式を取得した株式会社プランニングケア及び有限会社

ビー・スマートを連結の範囲に含めております。 

 当社は、株式会社メッセージより当社の普通株式に対する公開買付けの結果、平成24年３月８日付で

株式会社メッセージの連結子会社となっております。 

  当連結会計年度末における事業系統図を示すと次のとおりであります。  

  

 【事業系統図】 

 

２．企業集団の状況
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当社グループは、経営理念として「（使命）人と人とのつながりを通じて、一人ひとりの『自分らし

さ』の実現に貢献する、（行動規範）①顧客の心を動かすサービスを提供する、②知識と技術は社会に

役立てる、③受け継いだ豊かさを次世代へつなぐ、④健全な利益とともに発展する、（目指す人材像）

お互いを高め合いながら、自ら考え行動し、理念の実現のために成長を続ける人」を掲げております。

この経営理念に基づき、質の高い介護サービスを提供するとともに、高齢者がいつまでも自ら望む生活

を可能にする地域包括ケア（介護だけでなく、医療や生活のニーズにも応える包括的なケア）の提供を

目指しております。さらに社会・経済等の変化に伴う市場ニーズの変化に的確に対応するため、新たな

事業開発を通じて、新たな市場の開拓を進めていく方針です。                   

なお、当社は株式会社メッセージの連結子会社となりましたが、当面は基本方針に変更はありませ

ん。 

  

当社グループは、事業構造転換による業績回復から成長に向けた再投資へと経営戦略を移行しまし

た。経営理念に掲げるとおり、「健全な利益」を確保し持続的な発展を図ることは社会的使命を果たす

上で必要条件と考えており、常に売上高経常利益率を意識した経営を行っております。また、今後の新

規投資を安定的に実行する上では財務体質の強化が必要となりますが、その観点から自己資本比率の向

上にも努めてまいります。 

なお、経営環境の変化に適時適切に対応するため、具体的な目標数値は公表しておりません。 

  

当連結会計年度は、平成24年度介護保険法改正及び介護報酬改定において「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護」が創設されることを受けて新たな中期経営戦略、重点課題を設定しました。その進捗状況

は以下のとおりです。 

  ａ.中・重度要介護者の在宅生活を支える介護システムの拡大展開 

  包括ケア拠点やアセスメント施設の新規開設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の開設の

ための人員体制強化を進め、平成24年４月に小規模多機能型居宅介護２事業所、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護９事業所を新設しました。 

 ｂ.社会保障制度に依存しない生きがい事業の開発及び拡大 

  新たに生活利便サービスを開発し、現在試行的にサービス提供を行っており、その検証を踏まえ

て、今後拡大展開を図ります。 

 ｃ.全国主要都市での事業展開（西日本への進出） 

  平成23年10月３日に大阪府門真市の介護事業会社２社を子会社化し、西日本展開の基盤を確保しま

した。 

 ｄ.事業提携を通じた人材、ノウハウ、インフラの補強とＭ＆Ａによる事業展開のスピードアップ 

  平成24年３月８日付で株式会社メッセージの連結子会社となり、経営統合を着実に進めていく予定

です。 

 ｅ.介護人材の専門性の向上及び優秀な介護・医療専門人材の確保 

 ｆ.組織の再編 

  平成23年10月１日に連結子会社である株式会社ジャパンケアサービスと株式会社ジャパンケアサー

ビス東日本を合併しました。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略
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当連結会計年度において新たに発生した事業上び財務上の対処すべき課題はありません。 

  

（４）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表
（１）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)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 902,790 1,402,302

受取手形及び売掛金 3,409,948 3,501,197

商品 3,996 1,443

貯蔵品 64,699 76,282

繰延税金資産 99,671 14,177

その他 476,768 587,752

貸倒引当金 △22,189 △88,845

流動資産合計 4,935,684 5,494,311

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,880,391 3,139,198

減価償却累計額 △1,183,284 △1,436,484

建物及び構築物（純額） 1,697,107 1,702,713

土地 1,160,375 1,110,472

リース資産 2,359,577 2,386,673

減価償却累計額 △197,790 △351,529

リース資産（純額） 2,161,787 2,035,144

建設仮勘定 64,581 5,460

その他 75,045 209,138

減価償却累計額 △40,924 △134,687

その他（純額） 34,120 74,450

有形固定資産合計 5,117,972 4,928,241

無形固定資産

のれん 1,386,089 1,730,532

ソフトウエア 59,105 253,078

その他 47,901 46,683

無形固定資産合計 1,493,096 2,030,294

投資その他の資産

投資有価証券 409,202 357,564

長期貸付金 2,212 5,568

長期未収入金 410,431 403,909

繰延税金資産 238,916 48,037

その他 1,260,778 1,465,161

貸倒引当金 △2,806 △21,924

投資その他の資産合計 2,318,734 2,258,316

固定資産合計 8,929,802 9,216,853

繰延資産

社債発行費 18,950 15,702

繰延資産合計 18,950 15,702

資産合計 13,884,438 14,726,867

㈱ジャパンケアサービスグループ（7566）平成24年３月期　決算短信

7



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 198,705 204,431

短期借入金 2,950,000 3,850,000

1年内返済予定の長期借入金 721,658 927,910

1年内償還予定の社債 120,960 120,960

リース債務 65,380 75,777

未払金 1,287,629 1,667,010

未払法人税等 88,130 138,074

その他 314,346 332,660

流動負債合計 5,746,810 7,316,824

固定負債

社債 599,040 478,080

長期借入金 2,675,870 2,687,858

リース債務 2,600,183 2,545,269

退職給付引当金 342,651 418,105

負ののれん 10,218 9,602

長期預り保証金 579,822 761,392

その他 24,982 14,815

固定負債合計 6,832,768 6,915,123

負債合計 12,579,578 14,231,947

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 △2,387,692 △3,222,518

自己株式 △958 △1,383

株主資本合計 1,325,551 490,300

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 △29,872

繰延ヘッジ損益 △1,811 △1,228

その他の包括利益累計額合計 △31,780 △31,100

少数株主持分 11,088 35,719

純資産合計 1,304,860 494,919

負債純資産合計 13,884,438 14,726,867
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 20,545,940 21,830,496

売上原価 17,200,920 18,724,989

売上総利益 3,345,020 3,105,506

販売費及び一般管理費 2,638,492 2,832,788

営業利益 706,528 272,717

営業外収益

受取利息 18,795 22,327

受取配当金 6,753 6,780

不動産賃貸収入 23,085 113,686

投資事業組合運用益 633 935

補助金収入 68,412 76,750

設備負担金受入額 77,871 －

その他 18,470 28,325

営業外収益合計 214,022 248,805

営業外費用

支払利息 476,679 480,731

不動産賃貸費用 9,564 78,301

公開買付関連費用 － 35,000

その他 22,705 63,582

営業外費用合計 508,950 657,614

経常利益又は経常損失（△） 411,600 △136,091

特別利益

負ののれん発生益 93,544 －

事業譲渡益 238,095 －

特別利益合計 331,639 －

特別損失

固定資産除却損 12,901 52

減損損失 － 135,571

投資有価証券評価損 296 6,540

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,814 －

契約変更に伴う精算金 － 14,285

役員退職慰労金 162,512 －

その他 12,798 5,355

特別損失合計 217,323 161,806

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

525,916 △297,897

法人税、住民税及び事業税 83,711 159,579

法人税等調整額 36,397 270,126

法人税等合計 120,109 429,705

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

405,807 △727,603

少数株主利益 11,088 24,630

当期純利益又は当期純損失（△） 394,718 △752,233
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連結包括利益計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

405,807 △727,603

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,808 96

繰延ヘッジ損益 2,065 582

その他の包括利益合計 △14,743 679

包括利益 391,064 △726,923

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 379,975 △751,554

少数株主に係る包括利益 11,088 24,630
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,030,859 3,030,859

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,030,859 3,030,859

資本剰余金

当期首残高 683,343 683,343

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 683,343 683,343

利益剰余金

当期首残高 △2,572,376 △2,387,692

会計方針の変更による累積的影響額 △86,129 －

遡及処理後当期首残高 △2,658,505 △2,387,692

当期変動額

剰余金の配当 △123,905 △82,592

当期純利益又は当期純損失（△） 394,718 △752,233

当期変動額合計 270,813 △834,826

当期末残高 △2,387,692 △3,222,518

自己株式

当期首残高 △438 △958

当期変動額

自己株式の取得 △520 △424

当期変動額合計 △520 △424

当期末残高 △958 △1,383

株主資本合計

当期首残高 1,141,388 1,325,551

会計方針の変更による累積的影響額 △86,129 －

遡及処理後当期首残高 1,055,259 1,325,551

当期変動額

剰余金の配当 △123,905 △82,592

当期純利益又は当期純損失（△） 394,718 △752,233

自己株式の取得 △520 △424

当期変動額合計 270,292 △835,250

当期末残高 1,325,551 490,300
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △13,160 △29,968

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,808 96

当期変動額合計 △16,808 96

当期末残高 △29,968 △29,872

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △3,876 △1,811

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,065 582

当期変動額合計 2,065 582

当期末残高 △1,811 △1,228

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △17,036 △31,780

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△14,743 679

当期変動額合計 △14,743 679

当期末残高 △31,780 △31,100

少数株主持分

当期首残高 － 11,088

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,088 24,630

当期変動額合計 11,088 24,630

当期末残高 11,088 35,719

純資産合計

当期首残高 1,124,351 1,304,860

会計方針の変更による累積的影響額 △86,129 －

遡及処理後当期首残高 1,038,222 1,304,860

当期変動額

剰余金の配当 △123,905 △82,592

当期純利益又は当期純損失（△） 394,718 △752,233

自己株式の取得 △520 △424

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,654 25,310

当期変動額合計 266,638 △809,940

当期末残高 1,304,860 494,919
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

525,916 △297,897

減価償却費 359,957 515,799

減損損失 － 135,571

のれん償却額 96,907 133,196

退職給付引当金の増減額（△は減少） 103,958 75,454

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,651 66,569

受取利息及び受取配当金 △25,548 △29,107

支払利息 476,679 480,731

公開買付関連費用 － 35,000

投資有価証券評価損益（△は益） 296 6,540

固定資産除却損 12,901 52

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,814 －

事業譲渡損益（△は益） △238,095 －

負ののれん発生益 △93,544 －

補助金収入 △68,412 △76,750

売上債権の増減額（△は増加） △266,996 116,213

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,425 △9,031

未収入金の増減額（△は増加） 70,579 121,976

仕入債務の増減額（△は減少） 31,445 5,725

未払金の増減額（△は減少） 777 418,845

その他 △36,162 △279,908

小計 1,023,552 1,418,980

利息及び配当金の受取額 26,066 29,007

利息の支払額 △479,768 △476,806

補助金の受取額 54,718 86,870

公開買付の対応に伴う支払額 － △25,000

法人税等の支払額 △79,230 △106,340

営業活動によるキャッシュ・フロー 545,338 926,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の増減額 △32,831 △26,475

長期性預金の払戻による収入 － 30,000

有形固定資産の取得による支出 △312,792 △290,781

有形固定資産の売却による収入 － 56,035

無形固定資産の取得による支出 △8,373 △285,095

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 － △285,966

貸付金の回収による収入 927 9,817

事業譲受による収入 168,342 －

事業譲渡による収入 238,095 －

敷金及び保証金の差入による支出 △177,960 △218,485

敷金及び保証金の回収による収入 70,297 62,891

長期前払費用の取得による支出 △16,663 △25,709

その他 46,155 △1,124

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,804 △924,893
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31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） △1,090,000 900,000

長期借入れによる収入 713,000 877,554

長期借入金の返済による支出 △696,071 △1,041,807

社債の発行による収入 700,507 －

社債の償還による支出 － △120,960

自己株式の取得による支出 △520 △424

リース債務の増加による収入 28,218 －

リース債務の返済による支出 △26,398 △52,338

配当金の支払額 △114,988 △90,805

財務活動によるキャッシュ・フロー △486,252 471,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,718 473,036

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期末残高 769,211 1,242,247
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  該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１  連結の範囲に関する事項 連結子会社の数   ７社

連結子会社の名称

株式会社ジャパンケアサービス

株式会社ジャパンケアフーズ

株式会社ジャパンケアブレーン

中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会社

株式会社ジャパンケアドリーム

株式会社プランニングケア

有限会社ビー・スマート

 平成23年6月１日をもって、株式会社ジャパンケクリエイトは、

株式会社ジャパンケアサービスへ吸収合併し、消滅いたしました。

 平成23年10月１日をもって、株式会社ジャパンケアサービスは株

式会社ジャパンケアサービス東日本を存続会社として吸収合併され

消滅いたしました。また、同日付をもって株式会社ジャパンケアサ

ービス東日本は商号を株式会社ジャパンケアサービスに変更いたし

ました。

 平成23年10月３日付で新たに株式を取得した株式会社プランニン

グケア及び有限会社ビー・スマートを連結の範囲に含めておりま

す。

２  持分法の適用に関する事項 関連会社及び非連結子会社はないため、該当事項はありません。

３  連結子会社の事業年度等に関する事項 すべての連結子会社の事業年度は、連結決算日と一致しておりま

す。

４  会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 ①  有価証券

その他有価証券

＜時価のあるもの＞

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し

ております。

＜時価のないもの＞

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資

(金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの)

については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能

な 近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。

②  デリバティブ

時価法

③  たな卸資産

商品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

貯蔵品

終仕入原価法
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当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①  有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物(附属設備を除く)及び賃貸用ケア付住宅に係る建物、構築

物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

その他 ２～15年

②  無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可

能期間(５年)による定額法を採用しております。

③  リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

（会計方針の変更） 

 当社は、平成24年３月８日付で株式会社メッセージの連結子会社

となりました。これに伴い、親子会社間の会計処理統一の観点か

ら、売買取引の判断基準を親会社に合わせ、より厳密に判定した結

果、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行って

いた一部の建物賃貸借契約について、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理に変更しました。当該会計方針の変更は遡及適用さ

れ、前連結会計年度の連結財務諸表について遡及処理しておりま

す。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結貸

借対照表は、その他（流動資産）が27,834千円増加、リース資産

（純額）が2,141,102千円増加、その他（投資その他の資産）が

198,111千円増加、リース債務（流動負債）が55,356千円増加、リ

ース債務（固定負債）が2,587,652千円増加、利益剰余金が275,960

千円減少しております。 

 前連結会計年度の連結損益計算書は、売上総利益が147,018千円

増加、営業利益が107,699千円増加し、経常利益、税金等調整前当

期純利益、少数株主損益調整前当期純利益及び当期純利益はそれぞ

れ189,831千円減少しております。 

 前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整

前当期純利益が189,831千円減少、減価償却費が127,758千円増加、

支払利息が297,530千円増加、未収入金の増減額が2,852千円減少、

未払金の増減額が30,083千円増加、その他（営業活動によるキャッ

シュ・フロー）が22,996千円増加、利息の支払額が297,530千円減

少したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローが11,844千

円減少しております。また、リース債務の増加による収入が28,218

千円増加、リース債務の返済による支出が16,374千円減少したこと

により、財務活動によるキャッシュ・フローが11,844千円増加して

おります。 

 前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたこと

により、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の遡及適用後の期

首残高は86,129千円減少しております。 

 なお、１株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しており

ます。
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当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準 ①  貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②  退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、当連結会計年度の費用として一括処

理しております。

過去勤務債務は、その発生時の連結会計年度に全額費用として一

括処理しております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法 ①  ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処

理を採用しております。

②  ヘッジ手段

金利スワップ取引

③  ヘッジ対象

変動金利建ての借入金利息

④  ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で、変動金利建ての借入

金に対して、金利スワップを行っております。

⑤  ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にし

て判断しております。ただし、特例処理によっている金利スワップ

については有効性の評価を省略しております。

(5) のれんの償却方法及び償却期間 のれん及び負ののれんの償却については、５年から20年間の定額

法により償却を行っております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

また、たな卸資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費

用として処理しており、固定資産に係る控除対象外消費税等は投資そ

の他の資産「その他」として計上し、法人税法の規定する期間にわた

り償却しております。
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（７）追加情報

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度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。

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成23年３月31日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 902,790

拘束性預金 △133,579

現金及び現金同等物 769,211

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成24年３月31日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 1,402,302

拘束性預金 △160,055

現金及び現金同等物 1,242,247
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１  報告セグメントの概要 

当社グループ（当社及び連結子会社）の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財

務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を

行う対象となっているものであります。    

当社グループはサービス別に戦略を立案し、事業活動を展開しており、各サービスの事業構造及び全社戦

略における位置づけ等に基づき、「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」及び「居住施設サービス」の４つを報告セグメントとしております。  

「訪問系居宅サービス」は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び夜間対応型訪問介護を提供しており

ます。「施設系居宅サービス」は、通所介護、小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護を提

供しております。「その他居宅サービス」には、居宅介護支援、訪問歯科診療支援、地域包括支援センタ

ー、児童デイサービス、在宅介護支援センター、地域支援、ケアプラザ、福祉用具貸与・販売、生活利便サ

ービスが含まれております。「居住施設サービス」は、介護付有料法人ホーム、特別養護老人ホーム及びケ

アハウスを運営しております。  

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部取引及び振替高は市場

実勢価格に基づいております。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 

 
(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△1,271,067千円には、セグメント間取引消去△221,869千円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,049,198千円が含まれております。全社費用は、主に各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  セグメント資産の調整額1,503,522千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産1,503,522千円でありま

す。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない有形固定資産等であります。 

４  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額19,202千円は、ソフトウエア等の設備投資額であります。 

５  セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

(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

合計 

(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

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
11,661,138 3,669,032 3,014,983 1,347,748 19,692,901 853,038 20,545,940 ― 20,545,940

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
― ― ― ― ― 597,244 597,244 △597,244 ―

計 11,661,138 3,669,032 3,014,983 1,347,748 19,692,901 1,450,283 21,143,184 △597,244 20,545,940

  セグメント利益 

  又は損失(△)
1,342,329 △25,187 △139,068 51,976 1,230,050 747,545 1,977,595 △1,271,067 706,528

  セグメント資産 4,208,523 1,718,546 1,092,839 4,156,537 11,176,448 1,204,468 12,380,916 1,503,522 13,884,438

  その他の項目

 (1) 減価償却費

  (2) のれんの償却額

 (3)有形固定資産及び無形

     固定資産の増加額

5,403

61,599

30,239

47,294

19,381

25,593

1,536

15,926

8,879

187,992

―

264,172

242,228

96,907

328,884

41,189

―

1,633

283,417

96,907

330,518

25,673

―

19,202

309,091

96,907

349,721
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当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

 

 
(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△872,320千円には、セグメント間取引消去170,312千円及び各セグメントに配分していな

い全社費用△1,042,632千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  セグメント資産の調整額1,376,625千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産1,376,625千円でありま

す。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない有形固定資産等であります。 

４  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額258,429千円は、ソフトウエア等の設備投資額であります。 

５  セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

４  営業費用及び資産の配賦方法の変更 

 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、当連結会計年度より、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。 

 変更に伴い、資産の配賦方法についても、セグメント別の資産の実態をより明瞭に表示するために、当連

結会計年度より、それぞれの資産の性質に応じ、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資産を全社資産として「調整額」に含める方法に変更しております。 

 なお、前連結会計年度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。 

  

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

   本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

（注）１
合計

調整額 

(注)２

合計 

(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

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
11,671,656 4,464,185 3,300,078 2,116,980 21,552,900 277,596 21,830,496 ― 21,830,496

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
― ― ― ― ― 647,292 647,292 △647,292 ―

計 11,671,656 4,464,185 3,300,078 2,116,980 21,552,900 924,888 22,477,788 △647,292 21,830,496

  セグメント利益 

  又は損失(△)
1,284,698 96,425 △104,996 △146,568 1,129,558 15,479 1,145,037 △872,320 272,717

  セグメント資産 3,756,641 2,564,904 1,054,345 4,569,185 11,945,077 1,405,164 13,350,241 1,376,625 14,726,867

  その他の項目

 (1) 減価償却費

  (2) のれんの償却額

 (3)有形固定資産及び無形

     固定資産の増加額

44,256

62,369

118,432

65,596

39,300

56,697

11,237

16,564

33,240

223,620

14,960

100,247

344,710

133,196

308,617

48,106

―

13,420

392,817

133,196

322,038

63,749

―

258,429

456,566

133,196

580,467

(関連情報)
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３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

   本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。 

     

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  該当事項はありません。     

     

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：千円) 

 
     

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

(単位：千円) 

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計訪問系居宅 

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

減損損失 292 23,060 2 1 23,357 70,307 41,906 135,571

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計訪問系居宅 

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

(のれん）

当期償却額 61,991 19,504 16,027 ― 97,524 ― ― 97,524

当期末残高 881,070 277,218 227,800 ― 1,386,089 ― ― 1,386,089

(負ののれん）

当期償却額 391 123 101 ― 616 ― ― 616

当期末残高 6,495 2,043 1,679 ― 10,218 ― ― 10,218
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当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：千円) 

 
     

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  該当事項はありません。     

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

  該当事項はありません。     

報告セグメント

その他 全社・消去 合計訪問系居宅 

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

(のれん）

当期償却額 62,761 39,423 16,666 14,960 133,812 ― ― 133,812

当期末残高 828,458 500,315 219,546 182,211 1,730,532 ― ― 1,730,532

(負ののれん）

当期償却額 391 123 101 ― 616 ― ― 616

当期末残高 6,103 1,920 1,578 ― 9,602 ― ― 9,602

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
「４.連結財務諸表 (6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (2)重要な

減価償却資産の減価償却の方法 ③リース資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度における会計

方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については、遡及適用後の連結財務諸表となっております。この結

果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益はそれぞれ、33.41

円、22.98円減少しております。        

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書に関する注記等、リース取引、関連当事

者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企

業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略しております。 

  

 未定 

  

  

  

  

  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 156.65円

１株当たり当期純利益 47.79円

１株当たり純資産額 55.61円

１株当たり当期純損失 91.08円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失について

は、潜在株式は存在しないため記載しておりません。

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) 394,718 △752,233

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
(千円)

394,718 △752,233

期中平均株式数(千株) 8,260 8,258

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

(開示の省略)

５．その他

（１）役員の異動
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