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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）

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3四半期 50,072 74.3 4,223 △7.2 3,812 △20.9 2,014 △22.7
24年3月期第3四半期 28,733 9.2 4,552 10.0 4,820 10.7 2,605 25.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,136百万円 （△20.9％） 24年3月期第3四半期 2,700百万円 （22.0％）

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 10,031.44 ―
24年3月期第3四半期 12,973.37 ―

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3四半期 56,082 22,772 39.9 111,324.79
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3四半期  22,354百万円 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財務諸表のレビュー手続きは終了しておりますが、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あたっての注意事項等については、添付資料
Ｐ．３ 「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3Q 200,800 株 24年3月期 200,800 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q ― 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3Q 200,800 株 24年3月期3Q 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３四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、エコカー補助金再

開による自動車販売の好調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は平成24年７-

９月期が前期比マイナス0.9％となり、続く10-12月期も引き続きマイナス成長が見込まれております。しかし、平

成24年12月の衆議院総選挙にて自民党が圧勝し、３年ぶりの政権交代による経済回復期待と11月中旬以降の円安基

調への転換に加えて株式市場も回復に向かっており、海外経済の回復とも相まって輸出増加や消費税引き上げ前の

駆け込み需要の発生への期待など明るい材料も出始めております。 

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、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12月末時点で同サービスを開始したのは83保険者（140事業所、利用者数1,315

名）に留まっており、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、平成25年度予算案でも340億円が盛り込ま

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12月末の

登録件数は2,778件、登録住戸数は89,228戸（うち、当第３四半期連結累計期間中の登録件数は1,889件、登録住戸

数は58,134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12月末時点で96.2％（開設後1年を経過した既存物件では97.4％）と高い入居率を維持しております。ア

ミーユ事業においては、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３施設について、平成24年７月、10月および11月に

各１施設の運営を承継しております。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12月末時点での入居率は72.5％でありますが、既存物件の入居率は94.4％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12月末時点で26事業所（全国シェア

18.6％）・利用者数323名（同24.6％）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３四半期連結累計期間において、アミーユレジデンス３施

設、Ｓアミーユ２施設、Ｃアミーユ26件を新たに開設し、当第３四半期連結累計期間末の「アミーユ事業」の施設

数は、直営161施設、ＦＣ24施設、合計185施設、総入居定員は9,841名、「Ｃアミーユ事業」の件数は合計56件、

総入居定員3,573名（全国のサ付き住宅登録住戸数に占める割合は約4.0％）となっております。また、当第３四半

期連結累計期間末の「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33、訪問入浴29、小規模多機能型居宅介護21、定期巡回・随時対応型訪問介護看護26、その他含む合計

622事業所となっております。この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収入は50,072百万円（前年同四半期比

74.3％増）、営業利益は4,223百万円（同7.2％減）、経常利益は3,812百万円（同20.9％減）、四半期純利益は

2,014百万円（同22.7％減）となりました。 

  

  なお、平成24年３月より当社の連結子会社となった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」といいます。）の過去決算の訂正に関して、平成24年12月10日に公表した「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、当社グループ内の会計方針および経理機能の統一を図ることが喫緊の課題であると認識するとともに、当社グ
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ループ内でジャパンケアサービスグループを含めて同一の基準にて内部統制の運用を行うことのできる体制を一日

も早く構築することが、当社グループの企業統治および企業体質を更に改善・強化していくことにつながるものと

考えております。そこで、当社グループとしての意思決定がダイレクトに伝わるように、ジャパンケアサービスグ

ループが所管する事業における持株会社体制を解消するグループ内再編について、本日「当社連結子会社間の吸収

合併に関するお知らせ」を公表しております。今回の再編により、ジャパンケアサービスグループ本社機能のうち

残すべきものと当社に統合すべきものを精査し、間接部門コストの削減を図り当社グループにおける業務生産性の

向上を着実に進めていき、平成26年４月に新体制への完全移行を目指します。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は20,316百万円となり、前連結会計年度末に比べ997百万円減少

いたしました。これは主に現金及び預金が2,029百万円減少した一方、受取手形及び営業未収入金が1,196百万円増

加したことによるものであります。固定資産は35,753百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,187百万円増加い

たしました。 

 この結果、総資産は56,082百万円となり、前連結会計年度末に比べ187百万円増加いたしました。  

②負債 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は13,648百万円となり、前連結会計年度末に比べ934百万円減少

いたしました。これは主に未払金が720百万円増加した一方、未払法人税等が1,506百万円減少したことによるもの

であります。固定負債は19,661百万円となり、前連結会計年度末に比べ50百万円増加いたしました。これは主にリ

ース債務が1,485百万円増加したものの長期借入金が1,238百万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33,310百万円となり、前連結会計年度末に比べ884百万円減少いたしました。  

③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22,772百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,072百万円

増加いたしました。これは主に四半期純利益2,014百万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39.9％（前連結会計年度末は38.3％）となりました。   

   

（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。 

   

   

（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
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,803,788 8,774,125

受取手形及び営業未収入金 8,612,021 9,808,225

原材料及び貯蔵品 87,941 114,176

前払費用 926,697 1,007,357

その他 889,651 632,976

貸倒引当金 △6,471 △20,368

流動資産合計 21,313,630 20,316,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,409,560 12,297,290

車両運搬具（純額） 31,973 22,355

工具、器具及び備品（純額） 272,795 214,925

土地 2,449,615 2,449,615

リース資産（純額） 5,706,714 7,079,267

建設仮勘定 549,318 514,022

有形固定資産合計 21,419,977 22,577,475

無形固定資産   

のれん 5,185,814 5,130,657

その他 695,074 684,200

無形固定資産合計 5,880,888 5,814,858

投資その他の資産   

差入保証金 5,172,498 5,392,348

その他 2,130,416 2,017,020

貸倒引当金 △38,220 △48,621

投資その他の資産合計 7,264,694 7,360,747

固定資産合計 34,565,561 35,753,081

繰延資産   

社債発行費 15,702 13,265

繰延資産合計 15,702 13,265

資産合計 55,894,893 56,082,840
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 651,802 791,855

1年内償還予定の社債 120,960 120,960

短期借入金 5,486,894 5,441,659

未払金 3,590,520 4,190,306

未払法人税等 1,785,087 279,016

賞与引当金 635,168 311,047

その他 2,313,252 2,513,911

流動負債合計 14,583,685 13,648,756

固定負債   

社債 478,080 417,600

長期借入金 10,737,853 9,499,593

リース債務 6,271,606 7,756,611

退職給付引当金 494,540 540,739

役員退職慰労引当金 61,977 －

資産除去債務 566,914 606,842

その他 999,701 840,127

固定負債合計 19,610,673 19,661,513

負債合計 34,194,359 33,310,270

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 14,282,178

株主資本合計 21,424,774 22,374,848

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 △21,159

繰延ヘッジ損益 － 330

その他の包括利益累計額合計 △7,063 △20,829

少数株主持分 282,822 418,551

純資産合計 21,700,534 22,772,570

負債純資産合計 55,894,893 56,082,840
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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 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収入 28,733,272 50,072,402

営業原価 20,160,230 38,627,140

営業総利益 8,573,042 11,445,262

販売費及び一般管理費 4,020,299 7,222,172

営業利益 4,552,743 4,223,089

営業外収益   

受取利息 26,554 38,570

受取配当金 111 6,781

不動産賃貸料 － 100,195

持分法による投資利益 － 2,587

助成金収入 462,321 75,338

その他 9,732 64,555

営業外収益合計 498,720 288,029

営業外費用   

支払利息 229,616 560,847

不動産賃貸費用 － 75,007

持分法による投資損失 1,154 －

その他 58 62,593

営業外費用合計 230,829 698,448

経常利益 4,820,634 3,812,669

特別利益   

補助金収入 48,807 45,919

固定資産売却益 155 －

特別利益合計 48,963 45,919

特別損失   

固定資産売却損 87 －

固定資産除却損 2,267 －

固定資産圧縮損 48,807 45,919

特別損失合計 51,163 45,919

税金等調整前四半期純利益 4,818,434 3,812,669

法人税、住民税及び事業税 2,115,275 1,662,627

法人税等合計 2,115,275 1,662,627

少数株主損益調整前四半期純利益 2,703,158 2,150,042

少数株主利益 98,105 135,728

四半期純利益 2,605,053 2,014,313
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（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 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,703,158 2,150,042

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,704 △14,096

繰延ヘッジ損益 － 330

その他の包括利益合計 △2,704 △13,766

四半期包括利益 2,700,454 2,136,275

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,602,349 2,000,547

少数株主に係る四半期包括利益 98,105 135,728
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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946千円は、セグメント間取引消去946千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。  

（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

（５）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   

 23,391,355  3,672,293  925,709  27,989,358  743,914  28,733,272  －  28,733,272

セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

 －  －  2,200,151  2,200,151  525,247  2,725,398  △2,725,398  －

計  23,391,355  3,672,293  3,125,860  30,189,509  1,269,161  31,458,671  △2,725,398  28,733,272

セグメント

利益 
 3,326,050  180,571  739,943  4,246,565  305,230  4,551,796  946  4,552,743
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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。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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  

（単位：千円）

（注）１ 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）、平成24年10月１日にグリーン東京

（同）、また平成24年11月１日に遊雅東嶺町（同）がそれぞれ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。 

２．「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。 

３．セグメント利益の調整額4,232千円は、セグメント間取引消去4,232千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。  

  

報告セグメント 
その他 
（注２）

合計 
調整額 
（注３） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注４） 

アミーユ 
事業 

（注１） 

Ｃアミーユ 
事業 

給食事業
ジャパン
ケア事業
（注１）

計 

営業収入                 

外部顧

客への

売上高  

   26,610,416      4,781,371  1,322,513 16,572,492  49,286,793  785,608    50,072,402  －    50,072,402

セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高 

 －  －  2,398,745  77,923    2,476,668    795,430    3,272,099    △3,272,099  －

計    26,610,416     4,781,371  3,721,259 16,650,415    51,763,462  1,581,039  53,344,501  △3,272,099  50,072,402

セグメン

ト利益又

は損失

（△） 

   3,483,999      △519,897    789,106    118,726    3,871,934    346,922    4,218,857  4,232    4,223,089

（６）重要な後発事象
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