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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 7,197 7.6 971 24.9 985 17.8 590 44.3
24年3月期第3四半期 6,690 2.4 778 △6.1 836 △3.7 408 △3.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 594百万円 （41.8％） 24年3月期第3四半期 419百万円 （△2.6％）

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3四半期 3,798.48 3,797.50
24年3月期第3四半期 2,340.59 2,340.06

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 12,246 9,428 76.5
24年3月期 11,947 9,196 76.4

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  9,373百万円 24年3月期  9,124百万円

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 ― 2,200.00 2,200.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 2,200.00 2,200.00

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  
 

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 9,600 7.6 1,130 13.8 1,200 9.6 670 21.3 4,313.34



(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中であります。 

※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、その達 
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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．２「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   ：  有

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3Q 163,376 株 24年3月期 163,376 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 8,044 株 24年3月期 8,044 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 155,332 株 24年3月期3Q 174,734 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等の下支えはありますが、依然として、世界景気の

減速等を背景に、先行きは不透明な状況が続いております。 

介護業界におきましては、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は４人に１人、2035年には３人に１人になる

と予測され、高齢者人口の増加と共に市場は拡大が見込まれております。一方、2012年４月の制度改正では24時間

対応の定期巡回・随時対応サービスの創設や高齢者住まいの整備、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、地

域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みや介護報酬の改定が行われました。 

こうしたなか、当社グループは、2012年度からの３年間を新たな拡大期間として位置付け、「強固な収益基盤作

り」と「次なる成長に向けた事業領域の拡充」を掲げた中期経営計画を策定し、さらなる成長を目指してまいりま

した。 

当社が中心に事業展開する福祉用具サプライ事業につきましては、強固な収益基盤作りを目的として、営業拠点

の拡充やニーズに対応する品揃えの強化やITシステムの拡充、福祉用具貸与事業者（以下、事業者）への業務支援

の差別化推進等の取り組みを実施してまいりました。なかでも、当社の受発注管理システム（e-KaigoNet）につい

ては、時代ニーズに合わせ2012年11月からタブレット型端末でも操作できるよう改良し、外出先での空き時間の活

用やご利用者宅に訪問した際に画面を見ながら用具を選ぶことができるなど事業者の業務効率化やサービスの質の

向上へ向けた後方支援に取り組んでまいりました。 

在宅介護サービス事業につきましては、引き続き事業者や医療機関等との連携・協働を図り、小規模多機能型居

宅介護や通所介護、訪問看護等、地域に応じた複合的な在宅介護サービスを提供し、コア事業である福祉用具サプ

ライ事業とシナジーを重視した事業を展開してまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が 百万円（前年同四半期比 ％

増）、営業利益が 百万円（前年同四半期比 ％増）、経常利益が 百万円（前年同四半期比 ％増）、四

半期純利益が 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円と

なりました。主な要因は、流動資産の有価証券 百万円増加、現金及び預金 百万円減少、短期貸付金 百万

円減少、固定資産のレンタル資産（純額） 百万円増加等によるものであります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円とな

りました。主な要因は、流動負債のレンタル資産購入未払金 百万円増加、レンタル資産保守引当金 百万円増

加、未払法人税等 百万円減少、賞与引当金 百万円減少等によるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円と

なりました。主な要因は、四半期純利益 百万円の計上による増加、配当金 百万円による減少、少数株主持分

百万円減少等によるものであります。自己資本比率は、前連結会計年度末の ％から ポイント増加し

％になりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

2013年３月期通期の連結業績予想といたしましては、当第３四半期の業績は順調に推移しており、現時点におき

ましても、事業環境の大きな変化を想定していないことから、売上高は9,600百万円、営業利益は1,130百万円、経

常利益は1,200百万円、当期純利益は670百万円を見込んでおり、2012年５月７日付「平成24年３月期 決算短信」

に記載の予想に変更はありません。 

業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定等に基づいて作成しております。今後の国内外の

経済情勢、事業運営における状況の変化、見通しに内在する様々な要素や潜在リスク等の要因により、結果的に実

際の業績が見通しと大きく異なることがあります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,197 7.6

971 24.9 985 17.8

590 44.3

299 12,246

400 751 500

1,141

66 2,817

118 49

30 61

232 9,428

590 341

16 76.4 0.1 76.5



（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四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。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更 

（耐用年数の変更） 

当社が保有するレンタル資産は、従来、主な耐用年数を３年～４年として減価償却を行ってきましたが、第１

四半期連結会計期間において、主な耐用年数を３年～６年に見直し、将来にわたり変更しております。 

この変更は、介護保険制度施行から10年が経過し、取得から除却までのデータが蓄積及び整備されたことを契

機としてレンタル資産の使用状況を総合的に検討した結果、使用可能期間が従来に比べ長期化する傾向にあるこ

とによるものであります。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四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

純利益はそれぞれ 千円増加しております。 

（３）追加情報 

表示方法の変更 

従来、営業外収益に表示しておりました「ソフトウェア使用料」は、第１四半期連結累計期間より、「売上

高」に含めて表示することに、また、従来、販売費及び一般管理費に含めておりました費用の一部は、「売上原

価」に含めて表示することに変更いたしました。 

この変更は、2012年４月の介護保険制度の改正に伴い、福祉用具の貸与・販売に際して新たに求められる、

「福祉用具サービス計画書」の作成をIT面で支援するために、当社受発注管理システムに機能を追加したことを

契機として、今後、当該サービスの利用料相当額を売上高に含めることで、当社の営業活動の成果をより適切に

表示することができるために行うものであります。 

この表示方法の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書の組替えを行って

おります。 

この結果、前第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、営業外収益に表示していた、「ソフ

トウェア使用料」 千円は「売上高」として、販売費及び一般管理費に含めて表示していた費用の一部

千円は「売上原価」として組替えております。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

290,943

24,786

12,015



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 
(2012年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2012年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,565,787 813,814

売掛金 219,567 217,248

レンタル未収入金 952,630 1,046,242

有価証券 2,099,773 2,499,840

商品 13,217 12,207

貯蔵品 20,206 30,655

短期貸付金 2,000,000 1,500,000

その他 386,735 405,646

貸倒引当金 △43,200 △43,132

流動資産合計 7,214,718 6,482,522

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産（純額） 3,261,380 4,402,579

その他（純額） 744,086 634,077

有形固定資産合計 4,005,467 5,036,656

無形固定資産   

のれん 427 232

その他 162,069 160,879

無形固定資産合計 162,496 161,112

投資その他の資産   

投資その他の資産 565,162 567,025

貸倒引当金 △650 △650

投資その他の資産合計 564,512 566,375

固定資産合計 4,732,476 5,764,143

繰延資産 215 31

資産合計 11,947,410 12,246,697



（単位：千円）

前連結会計年度 
(2012年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2012年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 205,901 237,991

レンタル資産購入未払金 624,149 742,913

未払法人税等 246,224 216,144

賞与引当金 128,471 66,745

レンタル資産保守引当金 433,800 483,300

その他 455,070 413,895

流動負債合計 2,093,616 2,160,989

固定負債   

退職給付引当金 472,453 489,154

役員退職慰労引当金 11,669 16,170

その他 173,400 151,541

固定負債合計 657,522 656,866

負債合計 2,751,138 2,817,856

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,897,350 2,897,350

資本剰余金 1,641,350 1,641,350

利益剰余金 5,000,669 5,250,004

自己株式 △414,799 △414,799

株主資本合計 9,124,569 9,373,904

少数株主持分 71,702 54,936

純資産合計 9,196,272 9,428,841

負債純資産合計 11,947,410 12,246,697



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年12月31日) 

売上高 6,690,238 7,197,340

売上原価 3,808,584 4,012,249

売上総利益 2,881,653 3,185,091

販売費及び一般管理費 2,103,612 2,213,670

営業利益 778,041 971,420

営業外収益   

受取利息 4,518 3,851

受取配当金 1,492 2,270

持分法による投資利益 － 1,354

レンタル資産修繕収入 22,814 －

補助金収入 17,268 －

雑収入 13,395 7,409

営業外収益合計 59,489 14,884

営業外費用   

自己株式取得費用 370 －

為替差損 426 831

雑損失 679 421

営業外費用合計 1,476 1,253

経常利益 836,054 985,052

特別利益   

子会社株式売却益 28,542 13,888

移転補償金 － 51,280

特別利益合計 28,542 65,168

特別損失   

固定資産売却損 96 －

固定資産除却損 3,140 2,400

特別損失合計 3,236 2,400

税金等調整前四半期純利益 861,359 1,047,820

法人税等 442,234 453,349

少数株主損益調整前四半期純利益 419,125 594,470

少数株主利益 10,144 4,445

四半期純利益 408,981 590,025



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 419,125 594,470

四半期包括利益 419,125 594,470

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 408,981 590,025

少数株主に係る四半期包括利益 10,144 4,445



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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