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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  14,045  13.3  819  25.6  836  28.2  447  10.7

24年３月期第２四半期  12,398  12.2  652  9.2  652  10.0  404  33.1

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 443百万円（ ％） 10.4   24年３月期第２四半期 401百万円 （ ％） 33.7

  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 

25年３月期第２四半期  62.22  61.78

24年３月期第２四半期  56.20  55.90

（注）当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連
結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益を算定しております。 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  13,032  4,270  31.6

24年３月期  11,320  3,909  33.7

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 4,117百万円   24年３月期 3,814百万円 

  
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

24年３月期  － 0.00 －  2,000.00 2,000.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）    －  21.00 21.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無
当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。なお、平成24年３月期
の１株当たり配当金額については、当該株式分割が行われる前の額で記載しております。

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、対前期増減率）

  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 

通期  28,775  13.7  1,620  15.2  1,600  11.4  900  5.2  125.27

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

当社は、平成24年10月１日付けで普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、平成25
年３月期の１株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮した額で記載しております。
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※  注記事項 

  

   

   

   

（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 

   

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳
細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの
変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 7,188,600株 24年３月期 7,188,600株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ －株 24年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 7,188,600株 24年３月期２Ｑ 7,188,600株

当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前
連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。

 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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

１．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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。 
 
２．当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。 
 本資料の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、前連結会計年度の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して算定しております。また、平成25年３月期の配当予想金額については、仮に当該株
式分割前に換算すると期末の１株当たり配当金額は2,100円となります。なお、連結業績予想における１株当たり当
期純利益については、当該株式分割の影響を考慮した額を記載しております。
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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、国内の公共投資や個人消費が緩やかに増加を続け、国内需要

が底堅く推移しているものの、海外経済は引き続き停滞していることから輸出は弱まり、横ばいの動きとなってお

ります。 

介護サービス業界では、平成24年４月１日の介護保険制度の改正により地域包括ケアシステムの実現に向けて

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や「複合型サービス」などの新しいサービスが創設され、介護報酬の見直

しが行われたことにより、各事業者はその対応に取り組んでまいりました。また、引き続き高齢化が進むなか介護

サービスの需要は高まっておりますが、その一方で看護師等の有資格者の確保が難しい状態が続いており、人材採

用が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では、介護報酬の改定等が行われたことに対応し、サービス体制の見直しを

行ってまいりました。また、人材採用を引き続き強化すると同時に、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140億45百万円（前年同期比13.3％増）、営業利益は８億19百万円（同25.6％

増）、経常利益は８億36百万円（同28.2％増）、及び四半期純利益は４億47百万円（同10.7％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、訪問系サービスにおいて、訪問介護サービスや訪問看護サービス、訪問入浴サービスの

人材採用を強化し新規顧客獲得に注力したことにより、お客様数の増加につながりました。また、施設系サービス

においては、前連結会計年度に開設した小規模多機能型居宅介護サービスなどで集客が進みました。その結果、売

上高は137億15百万円（前年同期比13.2％増）となりました。 

また、訪問介護サービスなどの売上増に伴う原価の増加を抑制したことや、平成24年６月から連結子会社となっ

た株式会社福祉の街の収益を加えたことなどにより、営業利益は７億36百万円（同26.3％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た結果、売上

高は５億18百万円（同16.4％増）、営業利益は60百万円（同35.2％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17億11百万円（前期末

比15.1％）増加し、130億32百万円となりました。 

流動資産は、前期末より10億82百万円（同21.5％）増加し、61億23百万円となりました。これは主に現金及び預

金が６億32百万円、売掛金が３億82百万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６億14百万円（同9.9％）増加し、68億32百万円となりました。これは主に有形固定資

産が３億２百万円、差入保証金が２億３百万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15百万円（同24.7％）増加し、76百万円となりました。 

流動負債は、前期末より、８億35百万円（同21.3％）増加し、47億51百万円となりました。これは主に固定負債

からの振替等に伴い１年内償還予定の社債が２億85百万円増加したこと、並びに１年内返済予定の長期借入金が１

億86百万円、賞与引当金が１億63百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は、前期末より５億15百万円（同14.7％）増加し、40億９百万円となりました。これは主に長期借入金

が５億79百万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３億61万円（同9.2％）増加し、42億70百万円となりました。これは主に利益剰余金が３

億３百万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24年５月14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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（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更）  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,576,480 2,209,074

売掛金 2,953,518 3,336,121

たな卸資産 77,242 77,667

その他 437,948 507,332

貸倒引当金 △4,640 △7,085

流動資産合計 5,040,549 6,123,110

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,272,268 1,351,670

その他（純額） 1,500,729 1,723,713

有形固定資産 2,772,997 3,075,384

無形固定資産   

のれん 785,848 878,007

その他 351,194 335,774

無形固定資産合計 1,137,042 1,213,782

投資その他の資産   

差入保証金 1,597,466 1,801,381

その他 712,063 743,078

貸倒引当金 △1,364 △1,364

投資その他の資産合計 2,308,165 2,543,096

固定資産合計 6,218,205 6,832,262

繰延資産 61,452 76,657

資産合計 11,320,207 13,032,030

負債の部   

流動負債   

買掛金 278,161 332,275

1年内返済予定の長期借入金 513,618 699,932

1年内償還予定の社債 220,000 505,000

未払金 1,703,037 1,850,529

未払法人税等 338,408 412,105

賞与引当金 165,993 329,964

その他 697,155 622,095

流動負債合計 3,916,375 4,751,902

固定負債   

社債 380,000 40,000

長期借入金 1,288,697 1,868,165

退職給付引当金 480,600 560,881

資産除去債務 22,204 30,831

その他 1,323,113 1,509,941

固定負債合計 3,494,615 4,009,819

負債合計 7,410,990 8,761,722
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24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 1,966,060 2,269,543

株主資本合計 3,817,688 4,121,171

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,343 △3,584

その他の包括利益累計額合計 △3,343 △3,584

新株予約権 25,177 35,532

少数株主持分 69,694 117,188

純資産合計 3,909,216 4,270,307

負債純資産合計 11,320,207 13,032,030
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 12,398,354 14,045,757

売上原価 10,598,150 11,978,567

売上総利益 1,800,204 2,067,189

販売費及び一般管理費 1,147,573 1,247,250

営業利益 652,630 819,939

営業外収益   

受取利息 3,778 3,037

受取配当金 3,165 3,320

受取保険金 2,200 6,255

受取家賃 7,106 6,127

補助金収入 4,217 29,127

助成金収入 9,420 14,778

その他 11,720 8,881

営業外収益合計 41,608 71,528

営業外費用   

支払利息 35,394 41,252

その他 6,250 13,392

営業外費用合計 41,644 54,645

経常利益 652,594 836,822

特別利益   

固定資産売却益 238 －

補助金収入 725 143,798

助成金収入 18,145 －

持分変動利益 4,040 －

その他 － 134

特別利益合計 23,149 143,933

特別損失   

固定資産除却損 1,522 4,100

減損損失 － 4,958

固定資産圧縮損 725 143,053

災害による損失 12,901 －

和解金 － 26,700

特別損失合計 15,150 178,812

税金等調整前四半期純利益 660,593 801,943

法人税等 256,619 358,409

少数株主損益調整前四半期純利益 403,974 443,534

少数株主損失（△） △36 △3,721

四半期純利益 404,010 447,255

セントケア・ホールディング㈱（2374） 平成25年３月期第２四半期決算短信

6



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 403,974 443,534

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,504 △241

その他の包括利益合計 △2,504 △241

四半期包括利益 401,469 443,293

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 401,506 447,014

少数株主に係る四半期包括利益 △36 △3,721
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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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