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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 ％ 

26年３月期第１四半期  7,706  12.8  407  4.4  404  △0.6  206  △4.8

25年３月期第１四半期  6,832  12.9  390  43.6  407  50.6  216  73.9

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 208百万円（ ％） △2.6   25年３月期第１四半期 214百万円 （ ％） 75.1

  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 

26年３月期第１四半期  28.70  28.47

25年３月期第１四半期  30.14  29.95

（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 ％ 

26年３月期第１四半期  14,059  4,613  31.8

25年３月期  13,515  4,557  32.6

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 4,466百万円   25年３月期 4,411百万円 

  
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

25年３月期  － 0.00 －  21.00 21.00

26年３月期  －      

26年３月期（予想）   0.00 －  22.00 22.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

    （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  15,703  11.8  840  2.5  837  0.1  480  7.5  66.88

通期  32,044  11.9  1,694  23.4  1,648  20.1  901  23.4  125.41

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  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        ： 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） 26年３月期１Ｑ 7,188,600株 25年３月期 7,188,600株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ －株 25年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 7,188,600株 25年３月期１Ｑ 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財務諸表のレビュー手続は終了していません。

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）連結業績予想な

どの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人の消費マインドの改善傾向から緩やかに回復がみられ

るものの、海外経済の鈍化懸念等から先行き不透明な状況が続いております。 

介護サービス業界では、引き続き国内の高齢化が進むなか、介護サービス受給者数及び介護給付費が増加し、

介護サービス需要は高まっております。その一方で、看護師等の有資格者をはじめ、人材の確保が難しい状態が

続いております。 

このような状況の中で当社グループでは、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。その一方で事業規模の拡大に伴う管理体制の強化などによって人件費が増加しまし

た。 

この結果、売上高は77億６百万円（前年同期比12.8％増）、営業利益は４億７百万円（同4.4％増）、経常利益

は４億４百万円（同0.6％減）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２億６百万円

（同4.8％減）となりました。なお、平成24年６月より連結対象となった株式会社福祉の街の業績は、前第１四半

期連結累計期間において１ケ月分（平成24年６月分）の損益を取り込んでおります。 

   

当第１四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 

訪問系サービスでは、主に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新規顧客獲得に注力し

た結果、お客様数の増加につながりました。また、施設系サービスでは、主に前連結会計年度に開設したショー

トステイやデイサービスなどの拠点での集客が進みました。その一方で介護サービス事業全体として正社員雇用

を促進したことなどにより人件費が増加しました。この結果、売上高は75億９百万円（前年同期比12.7％増）、

営業利益は３億４百万円（同10.0％減）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３億６百万円（同16.7％増）、営業利益は36百万円（同2.2％増）となりました。 

     

（２）財政状態に関する説明 

当第１四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５億43百万円（前期

末比4.0％）増加し、140億59百万円となりました。 

流動資産は、前期末より２億38百万円（同4.1％）増加し、60億35百万円となりました。これは主に現金及び預

金が１億74百万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３億１百万円（同4.0％）増加し、79億30百万円となりました。これは主に有形固定資

産が３億12百万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２百万円（同3.0％）増加し、93百万円となりました。 

流動負債は、前期末より98百万円（同2.1％）減少し、46億57百万円となりました。これは主に未払金が３億76

百万円増加した一方で、未払法人税等が２億87百万円、賞与引当金が２億27百万円減少したことによるもので

す。 

固定負債は、前期末より５億85百万円（同13.9％）増加し、47億87百万円となりました。これは主にリース債

務が２億96百万円、長期借入金が２億89百万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56百万円（同1.2％）増加し、46億13百万円となりました。これは主に利益剰余金が55百

万円増加したことによるものであります。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四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25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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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,765,205 1,939,710

売掛金 3,424,847 3,454,695

たな卸資産 88,171 89,309

その他 526,930 561,120

貸倒引当金 △8,810 △9,571

流動資産合計 5,796,344 6,035,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,652,167 1,707,630

リース資産（純額） 1,677,395 1,958,201

その他（純額） 494,669 470,964

有形固定資産合計 3,824,232 4,136,796

無形固定資産   

のれん 793,363 754,064

その他 373,054 363,077

無形固定資産合計 1,166,417 1,117,142

投資その他の資産   

差入保証金 1,857,370 1,893,627

その他 781,889 784,043

貸倒引当金 △1,214 △1,094

投資その他の資産合計 2,638,045 2,676,576

固定資産合計 7,628,695 7,930,515

繰延資産 90,671 93,419

資産合計 13,515,711 14,059,201

負債の部   

流動負債   

買掛金 329,405 363,239

1年内返済予定の長期借入金 677,724 786,682

1年内償還予定の社債 380,000 80,000

未払金 2,016,401 2,392,721

未払法人税等 387,654 100,442

賞与引当金 368,924 141,526

その他 595,502 792,896

流動負債合計 4,755,612 4,657,507

固定負債   

長期借入金 1,532,277 1,821,286

リース債務 1,739,798 2,036,339

退職給付引当金 617,894 641,654

資産除去債務 37,874 39,213

その他 274,798 249,284

固定負債合計 4,202,643 4,787,777

負債合計 8,958,255 9,445,285
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６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 2,552,896 2,608,268

株主資本合計 4,404,524 4,459,896

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,477 7,003

その他の包括利益累計額合計 6,477 7,003

新株予約権 35,532 35,532

少数株主持分 110,921 111,483

純資産合計 4,557,456 4,613,915

負債純資産合計 13,515,711 14,059,201
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,832,160 7,706,314

売上原価 5,839,644 6,660,594

売上総利益 992,516 1,045,720

販売費及び一般管理費 602,174 638,239

営業利益 390,342 407,481

営業外収益   

受取利息 1,540 1,615

受取配当金 3,320 1,276

受取保険金 1,795 2,273

受取家賃 2,642 3,063

補助金収入 19,190 12,642

その他 15,792 10,399

営業外収益合計 44,280 31,270

営業外費用   

支払利息 20,213 27,930

リース解約損 1,178 354

その他 5,907 5,777

営業外費用合計 27,300 34,063

経常利益 407,322 404,688

特別利益   

固定資産売却益 － 4,224

補助金収入 137,136 －

特別利益合計 137,136 4,224

特別損失   

固定資産除却損 124 3,332

固定資産圧縮損 136,602 －

投資有価証券評価損 － 2,825

減損損失 4,958 －

特別損失合計 141,684 6,158

税金等調整前四半期純利益 402,774 402,753

法人税等 188,055 194,659

少数株主損益調整前四半期純利益 214,719 208,094

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,922 1,761

四半期純利益 216,641 206,332
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 214,719 208,094

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △557 525

その他の包括利益合計 △557 525

四半期包括利益 214,161 208,620

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 216,083 206,858

少数株主に係る四半期包括利益 △1,922 1,761
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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