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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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）

営業収入 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 32,917 74.2 2,882 △6.8 2,569 △21.3 1,315 △26.1
24年3月期第2四半期 18,891 9.0 3,091 20.3 3,264 20.4 1,779 64.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,385百万円 （△25.2％） 24年3月期第2四半期 1,851百万円 （59.2％）

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 6,551.81 ―
24年3月期第2四半期 8,861.32 ―

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

25年3月期第2四半期 55,829 22,021 38.8 107,800.24
24年3月期 55,894 21,700 38.3 106,661.90
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  21,646百万円 24年3月期  21,417百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5,300.00 5,300.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 3,700.00 3,700.00

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、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   

営業収入 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 67,300 74.2 5,200 △11.4 4,670 △25.2 2,380 △29.2 11,852.59



(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  ：  有  

(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います。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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Ｐ．４ 「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。 

※  注記事項

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） 25年3月期2Q 200,800 株 24年3月期 200,800 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 200,800 株 24年3月期2Q 200,800 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、東日本大震災の復興需要による公共投資や企業の設備投資、エ

コカー補助金再開などによる個人消費の緩やかな回復などが見え始めた一方、実質ＧＤＰはプラス成長が続くものの

その伸びは鈍化しており、消費者物価の低迷・円高傾向の長期化が継続するとともに、欧州債務問題やアジア経済減

速を受けて輸出が低迷するなど、景気見通しの減速懸念が高まる状況となっております。 

 このような経済状況のもとで、当社グループを取り巻く事業環境として、改正介護保険法が平成24年４月に施行さ

れました。総人口が長期的に減少する見通しの中でいわゆる団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）となり高齢化率

（65歳以上が総人口に占める割合）が30％を超えると予測される平成37年（2025年）を見据え、「地域包括ケアシス

テム」の実現・推進を目指した在宅介護サービスの充実を図る「24時間定期巡回・随時対応サービス」や「複合型サ

ービス」の新設などに重点が置かれました。しかし、介護報酬自体は都市部の地域区分単価や介護報酬単価の見直

し、訪問介護の報酬単価の見直しや集合住宅に対する減算などが盛り込まれ、介護保険総費用が約8.9兆円（平成24

年度予算ベース）と年々増加していることが示すように、逼迫した介護保険財政への影響を考慮した内容となってお

ります。 

 医療と介護の連携を強化し、「地域包括ケアシステム」の推進と基盤強化のために新設された「24時間定期巡回・

随時対応サービス」については、全国の地方自治体が策定した第５期介護保険事業計画では、平成24年度中に189保

険者（41都道府県）が同サービスを開始する見込みとなっております。しかし、平成24年９月末時点で同サービスを

開始したのは56保険者に留まっており、また年度中に開始予定である地方自治体のうち、19府県が平成24年9月末時

点で未実施であるなど各地方自治体による同サービスへの取組みの温度差が徐々に出てきております。 

 一方、サービス付き高齢者向け住宅（以下、「サ付き住宅」という。）においては、政府が今後10年間で60万戸の

整備を目標としており、新規のサ付き住宅の整備を主な事業とする高齢者等居住安定化推進事業として、平成24年度

は補助金予算355億円（平成23年度は325億円）が計上されております。こうした補助金制度に加えて税制優遇等の供

給促進策も継続していることから、平成24年９月末の登録件数は2,256件、登録住戸数は71,451戸（うち、当第２四

半期連結累計期間中の登録件数は1,184件、登録住戸数は35,185戸）とサ付き住宅の建築および登録数の増加傾向が

顕著となっており、今後ますます入居者獲得競争が激化し、事業者の淘汰が進んでいくことも予想されます。 

  

 当社においては、主力事業である介護付有料老人ホーム事業（アミーユ事業）は引続き高い評価を頂いた結果、平

成24年９月末時点で95.9％（開設後1年を経過した既存物件では97.0％）と高い入居率を維持しており、施設数も着

実に増加しております。アミーユ事業においては、平成24年７月に当社の連結子会社である株式会社ジャパンケアサ

ービス（以下、「ジャパンケアサービス」という。）にて運営しておりました介護付有料老人ホーム１施設の運営を

承継した後、平成24年8月および9月に各1施設ずつ、介護付有料老人ホームの運営をジャパンケアサービスから承継

することを決議し、平成24年10月および11月より運営を開始する予定であります。これら一連の決定は、在宅介護サ

ービスがコア事業であるジャパンケアサービスよりも、従来高齢者向け施設の運営に強みのある当社が直接運営する

方がより効率的に当該施設の業績向上に寄与できると判断したためであります。サ付き住宅事業（Ｃアミーユ事業）

においても、計画通り着実に開設を進めており、平成24年９月末時点での入居率は84.9％でありますが、既存物件の

入居率は95.9％と高い水準を維持しております。今後も、Ｃアミーユ事業の展開を直営だけではなく業務提携等の

様々なスキームを実現させるなどにより、平成28年３月期までにはＣアミーユを累計200件、定員総数１万室を目標

に展開してまいります。この他、在宅介護（主に訪問介護）事業等を手掛けるジャパンケア事業においては、新たな

取組みとして「24時間定期巡回・随時対応サービス」を平成24年4月よりスタートさせており、平成24年９月末時点

で15事業所・利用者数150名となっており、比較的順調な滑り出しとなっております。 

 以上の結果、当社グループにおける事業展開は、当第２四半期連結累計期間において、アミーユレジデンス２施

設、Ｓアミーユ２施設、Ｃアミーユ８件を新たに開設し、当第２四半期連結会計期間末の「アミーユ事業」の施設数

は、直営158施設、ＦＣ24施設、合計182施設、総入居定員は9,588名、「Ｃアミーユ事業」の件数は合計38件、総入

居定員2,696名（全国のサ付き住宅登録住戸数に占める割合は約3.8％）となっております。また、当第２四半期連結

会計期間末の「ジャパンケア事業」の事業所数は、訪問介護242、居宅介護支援150、通所介護48、夜間対応型訪問介

護32、訪問入浴29、小規模多機能型居宅介護22、定期巡回・随時対応型訪問介護看護15、その他含む合計609か所と

なっております。 

  

なお、平成24年12月10日に大阪証券取引所ジャスダックおよび当社ホームページにて公表いたしました「当社子会

社の過去決算に係る第三者調査委員会の調査結果ならびに当社子会社および当社の過年度決算の訂正の概要に関する

お知らせ」（以下、「調査結果リリース」という。）および「当社子会社の過年度決算訂正等に係る同社取締役の責

任明確化と当社グループにおける今後の取り組みについて」にございます通り、平成24年10月29日に発表した「当社

子会社の過去決算に係る第三者調査委員会の設置および平成25年３月期第２四半期報告書の提出遅延ならびに当社株

式の監理銘柄（確認中）指定見込みに関するお知らせ」に基づいた第三者調査委員会による調査が終了し、この度調

１．当四半期決算に関する定性的情報



査報告書が提出されました。調査結果の内容および提言につき十分に精査し、真摯に受け止めた結果、当社に関し

ては平成24年3月期以降、株式会社ジャパンケアサービスグループ（以下、「ジャパンケアサービスグループ」とい

う。）に関しては平成21年３月期決算以降の全ての有価証券報告書および四半期報告書（以下、「有価証券報告書

等」という。）の訂正が必要であり、またジャパンケアサービスグループ現取締役の責任や当社グループの今後の取

り組みについても明確にすべきとの認識に至りました。当社の平成25年３月期第２四半期報告書、ジャパンケアサー

ビスグループおよび当社の過去有価証券報告書等に関しては、本日、訂正報告書を提出いたしました。今回の一連の

事情により、当社の平成25年３月期第２四半期報告書の提出が遅延となり、当社株式が監理銘柄（確認中）に指定さ

れましたこと、当社およびジャパンケアサービスグループの過去決算が訂正となったことは誠に遺憾であり、株主、

投資家をはじめとする関係者の皆さまへ多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことにつきまして、心よりお詫び申し

上げます。当社の過去決算訂正に関しての詳細は、本日発表しております平成24年3月期以降の有価証券報告書等の

訂正報告書、「平成24年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について」および「平成25年３月期第１四

半期決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について」をご覧頂きますようよろしくお願い申し上げます。 

業績面に関しては、平成24年11月12日に公表した「平成25年３月期第２四半期および通期業績予想の修正ならびに

配当予想の修正に関するお知らせ」にもございます通り、営業収入において「Ｃアミーユ事業」での新規開設物件で

の入居ペースがやや想定を下回ったこと、および「ジャパンケア事業」での訪問介護サービスの利用者数の伸び悩み

等により、予想をやや下回る結果となりました。また、収益面においては、「アミーユ事業」での労務費が想定以上

に膨らんだこと、「Ｃアミーユ事業」での今年度下半期以降の大量新規開設を見越した質の高い介護支援専門員等の

人材確保と教育に予想外の費用がかかったこと、および「ジャパンケア事業」での定期巡回・随時対応訪問介護看護

事業での先行投資等により、当第２四半期連結累計期間の営業収入は32,917百万円（前年同四半期比74.2％増）、営

業利益は2,882百万円（同6.8％減）、経常利益は2,569百万円（同21.3％減）、四半期純利益は1,315百万円（同

26.1％減）となりました。    

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は21,311百万円となり、前連結会計年度末に比べ1百万円減少い

たしました。これは主に現金及び預金が993百万円減少した一方、受取手形及び営業未収入金が987百万円増加した

ことによるものであります。固定資産は34,503百万円となり、前連結会計年度末に比べ62百万円減少いたしまし

た。 

 この結果、総資産は55,829百万円となり、前連結会計年度末に比べ65百万円減少いたしました。  

②負債 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は14,913百万円となり、前連結会計年度末に比べ329百万円増加

いたしました。これは主に未払金が382百万円増加したこと、および短期借入金が158百万円増加したことによるも

のであります。固定負債は18,894百万円となり、前連結会計年度末に比べ716百万円減少いたしました。これは主

にリース債務が280百万円増加したものの長期借入金が891百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は33,807百万円となり、前連結会計年度末に比べ386百万円減少いたしました。  

③純資産   

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は22,021百万円となり、前連結会計年度末に比べ320百万円増

加いたしました。これは主に四半期純利益1,315百万円および剰余金の配当1,063百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は38.8％（前連結会計年度末は38.3％）となりました。  

 ④キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ1,019百万円減少し、9,524百万円（前年同四半期比11.6％減）となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,648百万円（同31.9％減）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利

益が2,569百万円（同21.3％減）となったことおよび減価償却費が930百万円（同63.7％増）となったこと等により

増加した一方で、法人税等の支払が1,683百万円（同20.0％増）であったことおよび売上債権が995百万円（同

180.9％）増加したこと等により減少したものであります。   

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は708百万円（同29.4％増）となりました。これは主に差入保証金の払込に303百万

円（同17.8％増）支出したこと、新規開設に伴う有形固定資産の取得に229百万円（同17.2％減）支出したことお

よび子会社株式の取得に97百万円（前年同四半期なし）支出したこと等によるものであります。 



  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は1,958百万円（同51.4％増）となりました。これは主に長期借入金の返済に832百

万円（同135.0％増）支出したことおよび配当金の支払に1,063百万円（同20.3％増）使用したこと等によるもので

あります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の連結損益状況につきましては、営業収入は67,300百万円、営業利益は5,200百万円、経常利益は4,670百万

円、当期純利益は2,380百万円を予想しており、平成24年11月12日に「平成25年３月期第２四半期および通期業績

予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました内容から変更しておりません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 10,803,788 9,810,136

受取手形及び営業未収入金 8,612,021 9,599,502

原材料及び貯蔵品 87,941 102,637

前払費用 926,697 1,105,202

その他 889,651 714,112

貸倒引当金 △6,471 △19,663

流動資産合計 21,313,630 21,311,928

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,409,560 12,474,487

車両運搬具（純額） 31,973 25,379

工具、器具及び備品（純額） 272,795 236,584

土地 2,449,615 2,449,615

リース資産（純額） 5,706,714 5,916,360

建設仮勘定 549,318 193,072

有形固定資産合計 21,419,977 21,295,500

無形固定資産   

のれん 5,185,814 5,204,774

その他 695,074 699,040

無形固定資産合計 5,880,888 5,903,815

投資その他の資産   

差入保証金 5,172,498 5,296,365

その他 2,130,416 2,053,140

貸倒引当金 △38,220 △45,796

投資その他の資産合計 7,264,694 7,303,710

固定資産合計 34,565,561 34,503,026

繰延資産   

社債発行費 15,702 14,077

繰延資産合計 15,702 14,077

資産合計 55,894,893 55,829,032



（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) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 651,802 682,287

1年内償還予定の社債 120,960 120,960

短期借入金 5,486,894 5,645,195

未払金 3,590,520 3,851,726

未払法人税等 1,785,087 1,261,816

賞与引当金 635,168 808,680

その他 2,313,252 2,542,808

流動負債合計 14,583,685 14,913,474

固定負債   

社債 478,080 417,600

長期借入金 10,737,853 9,846,669

リース債務 6,271,606 6,551,656

退職給付引当金 494,540 537,715

役員退職慰労引当金 61,977 －

資産除去債務 566,914 585,992

その他 999,701 954,494

固定負債合計 19,610,673 18,894,128

負債合計 34,194,359 33,807,602

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,925,160 3,925,160

資本剰余金 4,167,510 4,167,510

利益剰余金 13,332,104 13,583,468

株主資本合計 21,424,774 21,676,138

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,063 △30,024

繰延ヘッジ損益 － 175

その他の包括利益累計額合計 △7,063 △29,848

少数株主持分 282,822 375,141

純資産合計 21,700,534 22,021,430

負債純資産合計 55,894,893 55,829,032



（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) 

営業収入 18,891,710 32,917,853

営業原価 13,201,837 25,398,862

営業総利益 5,689,872 7,518,990

販売費及び一般管理費 2,598,138 4,636,256

営業利益 3,091,733 2,882,734

営業外収益   

受取利息 17,890 26,269

受取配当金 － 5,231

不動産賃貸料 － 82,239

持分法による投資利益 － 1,761

助成金収入 304,041 51,393

その他 6,133 19,156

営業外収益合計 328,065 186,051

営業外費用   

支払利息 154,179 380,038

不動産賃貸費用 － 64,819

持分法による投資損失 591 －

その他 40 54,925

営業外費用合計 154,810 499,782

経常利益 3,264,988 2,569,003

特別利益   

固定資産売却益 130 －

補助金収入 － 45,919

特別利益合計 130 45,919

特別損失   

固定資産売却損 5 －

固定資産除却損 1,961 －

固定資産圧縮損 － 45,919

特別損失合計 1,967 45,919

税金等調整前四半期純利益 3,263,151 2,569,003

法人税、住民税及び事業税 1,409,417 1,161,081

法人税等合計 1,409,417 1,161,081

少数株主損益調整前四半期純利益 1,853,734 1,407,921

少数株主利益 74,381 92,318

四半期純利益 1,779,353 1,315,603



（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 1,853,734 1,407,921

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,927 △22,961

繰延ヘッジ損益 － 175

その他の包括利益合計 △1,927 △22,785

四半期包括利益 1,851,807 1,385,136

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,777,425 1,292,817

少数株主に係る四半期包括利益 74,381 92,318



（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) 

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 3,263,151 2,569,003

減価償却費 568,210 930,421

貸倒引当金の増減額（△は減少） △789 20,767

賞与引当金の増減額（△は減少） 111,710 173,512

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,230 43,174

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,211 △61,977

受取利息及び受取配当金 △18,002 △31,500

支払利息 154,179 380,038

持分法による投資損益（△は益） 591 △1,761

固定資産除却損 1,961 －

補助金収入 － △45,919

固定資産圧縮損 － 45,919

売上債権の増減額（△は増加） △354,275 △995,158

前払費用の増減額（△は増加） △60,502 △181,634

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,230 152,103

仕入債務の増減額（△は減少） 30,031 30,484

未払金の増減額（△は減少） △340 188,543

その他の流動負債の増減額（△は減少） 197,291 258,401

預り保証金の増減額（△は減少） △34,144 △107,883

その他 97,539 321,126

小計 3,975,282 3,687,661

利息及び配当金の受取額 1,672 24,115

利息の支払額 △155,032 △380,061

法人税等の支払額 △1,402,782 △1,683,112

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,419,139 1,648,602

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △276,858 △229,196

無形固定資産の取得による支出 △20,694 △77,191

差入保証金の差入による支出 △257,999 △303,952

差入保証金の回収による収入 8,529 35,348

投資有価証券の取得による支出 △104 －

子会社株式の取得による支出 － △97,220

その他 △679 △36,682

投資活動によるキャッシュ・フロー △547,805 △708,895

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △354,492 △832,883

リース債務の返済による支出 △55,797 △101,798

社債の償還による支出 － △60,480

配当金の支払額 △883,950 △1,063,730

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,294,240 △1,958,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 577,093 △1,019,184

現金及び現金同等物の期首残高 10,192,046 10,543,733

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,769,139 9,524,549



  該当事項はありません。   

     

  該当事項はありません。   

     

Ⅰ 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） 

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、介護用品販売事業及びＦ

Ｃ事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△450千円は、セグメント間取引消去△450千円が含まれております。 

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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （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） 

アミーユ 
事業 

Ｃアミーユ 
事業 

給食事業 計 

営業収入                 

外部顧客

への売上

高   

 15,422,113  2,387,338  607,259  18,416,711  474,998  18,891,710     －  18,891,710

セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

    －     －  1,448,485  1,448,485  305,982  1,754,468  △1,754,468     － 

計  15,422,113  2,387,338  2,055,745  19,865,197  780,980  20,646,178  △1,754,468  18,891,710

セグメント

利益 
 2,211,903  183,461  510,762  2,906,127  186,056  3,092,183  △450  3,091,733



Ⅱ 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） 

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、介護用品販売事業及びＦ

Ｃ事業等を含んでおります。 

２．平成24年７月１日に、ウエルピア市川（介護付有料老人ホーム）が会社分割によりジャパンケア事業

からアミーユ事業に変更となっております。 

３．セグメント利益の調整額1,030千円は、セグメント間取引消去1,030千円が含まれております。 

４．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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。  

  

   

   

    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） 
四半期連結

損益計算書

計上額 
（注３） 

アミーユ 
事業 

Ｃアミー

ユ事業 
給食事業

ジャパンケア

事業 
計   

営業収入                 

外部顧客

への売上

高   

 17,261,432  3,054,142  717,179  11,388,224  32,420,978  496,874  32,917,853  －  32,917,853

セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

 －  －  1,560,549  35,329  1,595,879  437,797  2,033,677  △2,033,677  －

計  17,261,432  3,054,142  2,277,729  11,423,554  34,016,858  934,672  34,951,530  △2,033,677  32,917,853

セグメント

利益 
 2,169,972  △137,040  531,402  99,580  2,663,916  217,786  2,881,703  1,030  2,882,734

（７）重要な後発事象
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