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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３四半期  21,439  13.5  1,200  5.5  1,212  5.9  670  △1.2

24年３月期第３四半期  18,888  11.7  1,138  11.0  1,144  12.7  678  20.0

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 668百万円（ ％） △0.6   24年３月期第３四半期 672百万円 （ ％） 19.3

  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  93.31  92.63

24年３月期第３四半期  94.44  93.90

（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３四半期  12,953  4,495  33.5

24年３月期  11,320  3,909  33.7

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 4,344百万円   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。



※  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３Ｑ 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 7,188,600株 24年３月期３Ｑ 7,188,600株

（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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内の公共投資が増加を続けているものの、海外経済の停滞

から輸出は減少しており、景気は横ばいもしくは弱めの推移を見せております。 

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214億39百万円（前年同期比13.5％増）、営業利益は12億円（同5.5％増）、経常利

益は12億12百万円（同5.9％増）となりました。四半期純利益は、税金費用が増加したことなどにより６億70百万

円（同1.2％減）となりました。 

   

当第３四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、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。また、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ました。その結果、売上高は209億41百万円（前年同期比13.4％

増）、営業利益は10億79百万円（同16.8％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７億86百万円（同17.9％増）、営業利益は92百万円（同60.4％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３四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16億33百万円（前期末

比14.4％）増加し、129億53百万円となりました。 

流動資産は、前期末より8億23百万円（同16.3％）増加し、58億63百万円となりました。これは主に売掛金が５

億15百万円、現金及び預金が２億17百万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７億87百万円（同12.7％）増加し、70億５百万円となりました。これは主に有形固定資

産が５億36百万円、差入保証金が１億99百万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22百万円（同36.8％）増加し、84百万円となりました。 

流動負債は、前期末より４億77百万円（同12.2％）増加し、43億93百万円となりました。これは主に未払法人税

等が１億19百万円減少した一方で、固定負債からの振替等に伴い１年内償還予定の社債が１億60百万円増加したこ

と、並びに１年内返済予定の長期借入金が１億73百万円、未払金が２億93百万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５億69百万円（同16.3％）増加し、40億63百万円となりました。これは主に長期借入金

が４億32百万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５億86百万円（同15.0％）増加し、44億95百万円となりました。これは主に利益剰余金が

５億27百万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３四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 1,576,480 1,793,639

売掛金 2,953,518 3,468,905

たな卸資産 77,242 79,421

その他 437,948 529,121

貸倒引当金 △4,640 △7,501

流動資産合計 5,040,549 5,863,584

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,272,268 1,408,418

リース資産（純額） 1,031,906 1,359,067

その他（純額） 468,822 542,000

有形固定資産 2,772,997 3,309,486

無形固定資産   

のれん 785,848 840,071

その他 351,194 330,503

無形固定資産合計 1,137,042 1,170,574

投資その他の資産   

差入保証金 1,597,466 1,796,939

その他 712,063 729,974

貸倒引当金 △1,364 △1,274

投資その他の資産合計 2,308,165 2,525,639

固定資産合計 6,218,205 7,005,700

繰延資産 61,452 84,097

資産合計 11,320,207 12,953,382

負債の部   

流動負債   

買掛金 278,161 354,275

1年内返済予定の長期借入金 513,618 687,572

1年内償還予定の社債 220,000 380,000

未払金 1,703,037 1,996,941

未払法人税等 338,408 219,066

賞与引当金 165,993 175,463

その他 697,155 580,578

流動負債合計 3,916,375 4,393,897

固定負債   

社債 380,000 40,000

長期借入金 1,288,697 1,720,742

リース債務 1,006,626 1,394,206

退職給付引当金 480,600 590,984

資産除去債務 22,204 31,326

その他 316,487 286,416

固定負債合計 3,494,615 4,063,675

負債合計 7,410,990 8,457,573
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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) 

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 2,493,085

株主資本合計 3,817,688 4,344,713

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 △19

その他の包括利益累計額合計 △3,343 △19

新株予約権 25,177 35,532

少数株主持分 69,694 115,582

純資産合計 3,909,216 4,495,809

負債純資産合計 11,320,207 12,953,382
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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) 

売上高 18,888,208 21,439,773

売上原価 15,997,545 18,339,101

売上総利益 2,890,663 3,100,671

販売費及び一般管理費 1,752,318 1,899,785

営業利益 1,138,344 1,200,886

営業外収益   

受取利息 5,601 4,521

受取配当金 3,405 3,590

受取保険金 5,842 8,397

受取家賃 10,593 9,088

補助金収入 22,484 29,127

助成金収入 13,388 25,385

その他 14,190 14,708

営業外収益合計 75,507 94,819

営業外費用   

支払利息 54,407 64,554

その他 14,618 18,239

営業外費用合計 69,026 82,794

経常利益 1,144,825 1,212,911

特別利益   

固定資産売却益 238 －

補助金収入 18,047 147,796

助成金収入 18,145 －

持分変動利益 4,040 －

その他 － 3,134

特別利益合計 40,471 150,931

特別損失   

固定資産除却損 3,268 6,940

固定資産圧縮損 17,882 146,763

減損損失 － 6,613

災害による損失 12,996 －

和解金 － 26,700

特別損失合計 34,147 187,016

税金等調整前四半期純利益 1,151,149 1,176,825

法人税等 475,303 511,505

少数株主損益調整前四半期純利益 675,845 665,320

少数株主損失（△） △3,030 △5,477

四半期純利益 678,876 670,797
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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 675,845 665,320

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,432 3,324

その他の包括利益合計 △3,432 3,324

四半期包括利益 672,413 668,644

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 675,443 674,121

少数株主に係る四半期包括利益 △3,030 △5,477
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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

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

8


