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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　　

回次
第44期
第１四半期
累計期間

第45期
第１四半期
累計期間

第44期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 11,737,53813,022,52248,965,443

経常利益（千円） 890,5351,092,4554,170,110

四半期（当期）純利益（千円） 469,411 620,5982,201,931

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 1,359,5521,359,5521,359,552

発行済株式総数（千株） 15,116 15,116 15,116

純資産額（千円） 6,544,9468,671,2708,164,067

総資産額（千円） 36,060,62837,104,57336,588,575

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
31.06 41.06 145.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）(注)３
－ － －

１株当たり配当額（円） －　　　　　 －　　　　　 15.00

自己資本比率（％） 18.1 23.4 22.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
　　442,974　　367,9434,028,484

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△38,262 △74,543 419,240

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△122,955 63,051△2,629,363

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,864,0843,757,1423,400,690

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。　

４. 四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
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２【事業の内容】

(1）事業内容の概要

当社は高齢社会における介護事業者としての使命と業界大手としての社会的な責任を果たしながら、長期にわた

る持続的な成長を目指す経営を行っており、主力事業である在宅介護事業に加えて、広くお客様のニーズに応える

ため、有料老人ホーム事業、人材開発事業を展開しております。

　

①在宅介護事業について

　当社は、在宅介護事業として、平成24年６月現在、通所介護（デイサービス）、訪問介護、訪問入浴介護等、在宅介護

事業所452ヵ所で介護保険法に規定する介護サービスを提供しております。さらに、介護保険の申請代行からケアプ

ランの作成等、介護保険制度を利用して介護サービスを受けるために必要な一連のサービスも提供しております。

　

　　（ａ）通所介護

　通所介護（デイサービス）は、朝ご自宅に送迎車でお迎えに伺い、日中をデイサービスセンターでお過ごしい

ただき、夕方ご自宅までお送りするサービスです。デイサービスセンター到着後、看護職員による血圧、脈拍、体

温のチェックを行いお客様の健康状態を把握します。その後、スタッフの介助により安全に入浴していただき、

心身の緊張をほぐしていただきます。また、お客様お一人おひとりの状態に合わせたお食事の提供を行うほか、

在宅生活を支援するため、専門職の配置による生活上の個別性を重視した機能訓練を強化しております。併せ

てお客様のご希望を取り入れた多彩なレクリエーションや文化活動等を行い、お客様同士のコミュニケーショ

ンを深めていただきます。外出の機会が少なくなりがちなお客様が、自宅から外へ出ることで社会参加の一歩

につながり、生きがいを持った在宅での生活支援と、ご家族の介護負担軽減を図ることができます。当社では、

平成24年６月現在、355ヵ所の事業所においてデイサービスを提供しております。

　

（ｂ）訪問介護

訪問介護は、ヘルパー２級以上の資格を持ったホームヘルパーが訪問して、居宅サービス計画に沿った訪問

介護計画に基づいてご自宅で生活されるお客様の自立援助を目的として、身体介護・生活援助の２種類に区分

された介護サービスを提供いたします。当社では、平成24年６月現在、135ヵ所の事業所において訪問介護サー

ビスを提供しております。

　

　　　（ｃ）訪問入浴介護

　訪問入浴介護は、自力で入浴できない要介護者等のご自宅に、当社の看護師・ヘルパー・オペレーターの３名

が入浴専用車で訪問し、移動式のバスタブを居室内に設置して洗髪や入浴のサービスを行っております。入浴

の事前事後には看護師による健康チェックを行う等、安全管理や健康管理には万全を期しており、寒冷地にお

いてもサービスを実施しております。さらに、感染症や特定疾病を含む様々なケースにも対応できるサービス

を行っております。当社の訪問入浴サービスは、マンションのエレベーターや狭い階段でも浴槽の搬入が可能

であり、高層階でも対応可能です。また、お客様の入浴ごとに浴槽を洗浄・消毒しており、スタッフによる衛生

管理も徹底していますので、感染症の方でも安心して入浴していただくことができます。当社では、平成24年６

月現在、64ヵ所の事業所において訪問入浴サービスを提供しております。

　

　　（ｄ）認知症対応型共同生活介護

　認知症対応型共同生活介護（グループホーム）は、要介護状態の認知症高齢者が、上限９人を１ユニットとし

て、入浴、排せつ、食事等の生活全般のサポートを受けながら、家庭的な雰囲気の中でスタッフと共同生活をす

る介護であります。ご自分で食事や掃除等の生活動作をおこなっていただく「生活リハビリ」を通して、ご自

身の存在意義を高めていただきます。お客様が、地域住民との交流の中で自分の住み慣れた地域で自分らしい

生活を送れるようにするため、グループホームでは、同一市町村にお住まいの方のみがサービスを利用するこ

とができます。ご家族や地域の方、ボランティアのご協力をいただき、地域の皆様とのつながりを大切にしてい

る地域密着型のサービスです。当社では、平成24年６月現在、30ヵ所のグループホームを運営しております。
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　　　（ｅ）居宅介護支援

　介護サービスを利用するときには、要支援・要介護認定の申請と居宅サービス計画の作成が必要となります。

居宅介護支援は、当社の介護支援専門員（ケアマネジャー）が訪問して、お客様・ご家族と相談しながら、お客

様のニーズに合わせた最適な居宅サービス計画を作成しております。また、介護サービス事業者等との連絡調

整を行います。当社では、平成24年６月現在、103ヵ所の事業所において提供をしております。

　

　　（ｆ）短期入所生活介護

短期入所生活介護（ショートステイ）は、要介護者・要支援者に短期間入所いただき、その施設内において

入浴、排せつ、食事等の介助、機能訓練等を行うサービスです。介護をしているご家族が、病気、出産、冠婚葬祭、

休養、旅行等の事情により介護が困難になったときに一時的にお預かりいたします。ショートステイをご利用

いただくことでお客様の心身機能の維持・向上を図るとともに、ご家族の身体的・精神的負担が軽減されま

す。当社では、平成24年６月現在、３ヵ所のショートステイを運営しております。

　

　

②有料老人ホーム事業について

　当社が展開する有料老人ホーム事業「ツクイ・サンシャイン」シリーズは、都道府県から特定施設入居者生活介

護の事業者指定を受け、介護保険の適用を受ける介護付有料老人ホームです。この事業は、入居された要介護者等に

対し、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介助、生活等に関する相談・助言等の援助や通院等の

介護を行います。各施設では、機能訓練指導員を配置し、個別・集団での機能訓練を実施し、身体機能の維持向上に

努めております。これまでの在宅介護の経験に裏づけされた設計により介護される方々の住空間に対するニーズを

反映させた施設となっております。

　また、一番大切な健康に欠かせない食事を楽しんでいただくために、食材の旨みや風味・栄養を損ないにくく、柔

らかく仕上げることができる調理法を取り入れて、自家厨房にて調理し提供しております。

　ご入居者が人生の最期まで当施設で暮らすことを希望される場合は、外部医療機関を含む職種間の連携とご家族

の協力を得て、穏やかで安らぎのある日々を過ごせるようにターミナルケアを行います。当社では、平成24年６月現

在、介護付有料老人ホーム24ヵ所の運営を行っております。

　

③人材開発事業について

当社は、労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業および職業安定法に基づく有料職業紹介事業を行っておりま

す。

当社の人材開発事業は、福祉・医療業界での慢性的な人材不足による需要拡大を見込み、政令指定都市、県庁所在

地および大都市を中心として、活動エリアを全国に展開しております。平成24年６月現在、36ヵ所に出店しておりま

す。

　派遣先としては特別養護老人ホーム、介護老人保健施設を中心とした福祉施設および民間の有料老人ホームや医

療機関に人材派遣・職業紹介を行っております。リーマンショック以降の雇用環境の悪化により派遣需要が低迷し

ていることから、有料職業紹介事業に注力しております。また、各自治体が緊急雇用創出事業として実施する「現任

介護職員等研修支援事業」等についても積極的に受託しております。
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　［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

　

　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。　

　(1）業績の状況　

　当第１四半期累計期間における介護業界におきましては、改正介護保険法が平成24年４月１日に施行され、団塊の世

代が後期高齢者となる平成37年（2025年）を見据え、国が推進する地域包括ケアシステムの実現を目指して、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービスが新たに創設されました。また、基本報酬、地域区分およびデイサービ

スや訪問介護等の提供時間区分の見直し等が行われたことにより、当社事業にも少なからず影響を与えることになり

ました。

　このような状況のもと、当社は在宅介護事業において、家族介護者への支援（レスパイト）に対応するとともに、お

客様の自立した日常生活を支援するために、前第４四半期より改正介護保険法施行に向け組織体制を整え、デイサー

ビスの新提供時間区分である「７時間以上９時間未満」でのサービス提供や365日営業、サービス時間の延長対応、個

別機能訓練の強化等に積極的に取り組んでおります。また、従業員に対して法令遵守の徹底および介護に関わる諸資

格取得を推進し、長期にわたる持続的な成長を目指す経営に取り組んでおります。

　以上の結果、当第１四半期累計期間末における当社の事業所数は、47都道府県513ヵ所となり、当第１四半期累計期間

における売上高は13,022百万円（前年同期比10.9%増）、営業利益は1,151百万円（同61.8%増）、経常利益は1,092百

万円（同22.7%増）、四半期純利益は620百万円（同32.2%増）となりました。

　なお、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、「介護職員処遇改善交付金」および「福祉・介護人材の処遇

改善事業助成金」が各都道府県において交付されておりましたが、平成24年４月１日に施行された改正介護保険法等

におきましては、「介護職員処遇改善加算」および「福祉・介護職員処遇改善加算」として見直しされました。この

ため、前事業年度までは、当該交付金および助成金は営業外収益に計上しておりましたが、当第１四半期累計期間よ

り、従来の交付金相当額は売上に計上しております。

　　

＜セグメントの状況＞

①在宅介護事業

在宅介護事業につきましては、デイサービスセンター６ヵ所の新設を行いました。また、サービス産業生産性協議会

が実施した「ＪＣＳＩ（日本版顧客満足度指数）」の調査で、２年連続介護業界１位の評価を頂いているサービスの

質を更に高めるとともに、営業活動を強化してお客様の確保に努め、これまでに開設したデイサービスセンターの利

用率を引き上げる等、収益改善に取り組みました。その結果、在宅介護事業の売上高は10,201百万円（前年同期比

13.3%増）、経常利益は963百万円（同10.4%増）となりました。

　

②有料老人ホーム事業

　有料老人ホーム事業につきましては、既存施設の新規入居者の確保に努めた結果、有料老人ホーム事業の売上高は

1,884百万円（前年同期比11.6%増）、経常利益は86百万円（前年同期比194.8%増）となりました。今後も引き続き営

業活動を強化して入居者の確保に努め、更なる収益改善に取り組んでまいります。

　

③人材開発事業

　人材開発事業につきましては、雇用環境の悪化による派遣売上と委託事業売上の減少があったものの、有料職業紹介

事業に注力するとともに、原価管理を徹底した結果、人材開発事業の売上高は936百万円（前年同期比10.0%減）、経常

利益は41百万円（前年同期は12百万円の経常損失）となりました。今後も更なる経営の効率化を図り、収益改善に取

り組んでまいります。

　

　(2）事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業上および財務上の対処すべき課題は該当ありません。
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　(3）研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の該当事項はありません。

　　

　(4）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し　  

当社は、中長期的に拡大が予想される介護保険市場において、長期にわたる持続的な成長を目指してまいります。こ

の戦略を推進するために、継続的な事業基盤の拡大と、安定した収益基盤の確保が不可欠であります。そのため、在宅

介護事業のうち、特にデイサービスを成長ドライバーに位置づけて同サービスの提供拠点数の拡大と、既存店の利用

率の向上を図ってまいります。

一方で、当社の主要な事業である在宅介護事業および有料老人ホーム事業は、介護保険法の適用を受けるサービス

を提供しているため、介護保険制度の改正の影響を受けることになります。改定の内容次第では当社の業績も影響を

受ける可能性がありますので、安定した収益基盤の確保に向けて二つの戦略を執ってまいります。

一つめは、主力事業であるデイサービスのサービス内容を強化してまいります。要介護度が高い方の受入可能な

ハード・ソフト両面の充実を進め、個別機能訓練実施による測定評価等特色ある高品質なサービス提供を行ってまい

ります。

　二つめは、主力の在宅介護事業の成長に伴う事業規模やセグメント損益のバランスを考慮しつつ、有料老人ホーム事

業、および人材開発事業を当社の安定した収益基盤となるよう適切な判断を行い運営してまいります。

　

(5) 施設の賃借について

　当社のデイサービスセンター、グループホームおよび有料老人ホーム等の施設は、ほとんどがリースバック方式によ

るものです。 

リースバック方式とは、オーナー様に施設を建設して頂き、その施設を当社がおおよそ15年～31年の契約期間にわ

たり賃借するものであります。施設の建設に当たりましては、当社からオーナー様へ工事費の一部を建設協力金（長

期貸付金）として貸し付け、契約期間における家賃相殺をもって返済していただくこととしており、会計上は金融商

品に関する会計基準に沿って処理をしております。

　また、当社のリースバック方式はファイナンス・リース取引に該当するため、施設の賃借料につきましては、売買処

理に準じた会計処理をしております。

  これにより、建物の引渡し日（リース取引開始日）に契約期間における建物賃料相当分がリース資産およびリース

債務として貸借対照表に計上され、リース資産については減価償却により費用化されます。また、支払地代家賃は元利

金の返済とみなされ、元本返済額と利息相当額に区分し、元本返済額がリース債務から減額され、利息相当額が営業外

費用に計上されます。

　当社は今後の出店においては、当該会計基準による影響を見込んだ上で持続的な成長が可能となるような適正な投

資水準の維持を図り、健全な財務体質の構築に努めてまいります。

　

(6）経営者の問題認識と今後の方針について　

国内景気は持ち直し傾向が確かなものになることが期待されておりますが、欧州債務危機の影響、電力供給の制約

や原子力災害の影響により依然として不透明な状況が続くものと予想されます。

　また、本年４月に施行された改正介護保険法においては、当社が主力とする在宅介護事業の報酬単価が実質的に引き

下げられました。

　このような環境の中で、引き続き長期にわたる持続的な成長を目指していくためには、既存事業所の営業力の強化と

利益率の改善に取り組むとともに、これまでに培った介護サービスのスキルとノウハウを活かした質の高いサービス

を提供し、長く信頼していただける介護事業者としての成長と歩みを続けていくことが最重要課題と認識しておりま

す。

　

(7）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ356百万円増加し3,757百万円となりま

した。

　 　

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、367百万円の増加(前年同期比75百万円収入減）となりました。これは主に、

税引前四半期純利益の計上1,092百万円、未払金の増加624百万円、減価償却費の計上280百万円等に対し、法人税等の

支払額1,294百万円、賞与引当金の減少額265百万円等の結果であります。　

　　

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、74百万円の減少(前年同期比36百万円支出増）となりました。これは主に、貸

付金（建設協力金）の回収による収入89百万円に対し、貸付け（建設協力金）による支出92百万円、無形固定資産の

取得による支出72百万円等の結果であります。
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　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、63百万円の増加(前年同期比186百万円収入増）となりました。これは主に、

長期借入金の借入れによる収入1,000百万円、短期借入金の純増加額700百万円に対し、長期借入金の返済による支出

1,227百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出195百万円、配当金の支払額113百万円等の結果でありま

す。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,600,000

計 30,600,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月13日）

上場金融商品取引所名
または登録認可金融商
品取引業協会名

内容

普通株式 15,116,000 15,116,000
東京証券取引所

市場第一部　

単元株式数

100株　

計 15,116,000 15,116,000 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日　
― 15,116,000 ― 1,359,552 ― 1,378,752

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

　

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       500 － 単元株式数100株　

完全議決権株式（その他） 普通株式15,113,600 151,136同上

単元未満株式 普通株式 　　1,900 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 15,116,000 － －

総株主の議決権 － 151,136 －

（注）自己株式99株は、「単元未満株式」に含めて記載しております。

　

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ツクイ
神奈川県横浜市港南区

上大岡西１－６－１
500 － 500 0.00

計 － 500 － 500 0.00

　

　

　

　

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）および第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表

について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,520,814 4,811,627

売掛金 4,143,785 4,223,049

貯蔵品 29,641 27,538

前払費用 574,067 603,176

繰延税金資産 393,708 393,708

短期貸付金 195,509 196,548

未収入金 1,604,362 1,510,609

その他 112,841 122,294

貸倒引当金 △39,500 △38,500

流動資産合計 11,535,231 11,850,053

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 1,180,321

※1
 1,156,771

構築物（純額） ※1
 21,809

※1
 21,065

車両運搬具（純額） ※1
 348

※1
 275

工具、器具及び備品（純額） ※1
 72,620

※1
 83,589

土地 729,196 729,196

リース資産（純額） ※1
 16,749,072

※1
 17,073,850

建設仮勘定 123,500 137,746

有形固定資産合計 18,876,869 19,202,497

無形固定資産

借地権 20,922 20,633

ソフトウエア 329,353 295,938

その他 10,153 9,999

無形固定資産合計 360,430 326,571

投資その他の資産

投資有価証券 228 182

長期貸付金 2,368,419 2,315,524

従業員に対する長期貸付金 50,180 43,271

破産更生債権等 407 407

長期前払費用 1,041,715 1,031,627

長期前払消費税等 559,263 536,348

繰延税金資産 139,895 139,912

敷金及び保証金 1,634,917 1,635,426

その他 21,421 23,158

貸倒引当金 △407 △407

投資その他の資産合計 5,816,043 5,725,450

固定資産合計 25,053,343 25,254,519

資産合計 36,588,575 37,104,573
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,409 4,294

短期借入金 － 700,000

1年内返済予定の長期借入金 2,035,414 1,306,344

1年内償還予定の社債 250,000 250,000

リース債務 625,152 648,171

未払金 3,184,935 3,708,281

未払費用 132,204 126,841

未払法人税等 1,375,729 509,777

前受金 340,251 318,798

預り金 563,182 594,894

賞与引当金 530,930 265,855

流動負債合計 9,042,209 8,433,258

固定負債

社債 600,000 500,000

長期借入金 2,289,059 2,790,138

長期前受金 737,344 677,871

長期預り保証金 364,663 346,231

リース債務 14,938,980 15,220,374

退職給付引当金 402,155 415,259

資産除去債務 50,096 50,169

固定負債合計 19,382,298 20,000,044

負債合計 28,424,508 28,433,302

純資産の部

株主資本

資本金 1,359,552 1,359,552

資本剰余金 1,378,752 1,378,752

利益剰余金 5,426,070 5,933,303

自己株式 △275 △275

株主資本合計 8,164,100 8,671,333

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △33 △62

評価・換算差額等合計 △33 △62

純資産合計 8,164,067 8,671,270

負債純資産合計 36,588,575 37,104,573
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 11,737,538 13,022,522

売上原価 10,208,677 10,974,685

売上総利益 1,528,861 2,047,837

販売費及び一般管理費 817,017 896,055

営業利益 711,844 1,151,782

営業外収益

受取利息 12,108 11,456

助成金収入 ※1
 270,989

※1
 22,619

その他 4,359 14,559

営業外収益合計 287,456 48,635

営業外費用

支払利息 99,383 100,311

社債利息 3,161 2,271

その他 6,221 5,380

営業外費用合計 108,766 107,962

経常利益 890,535 1,092,455

特別損失

固定資産除却損 － 204

災害による損失 5,833 －

特別損失合計 5,833 204

税引前四半期純利益 884,701 1,092,250

法人税等 415,290 471,651

四半期純利益 469,411 620,598
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 884,701 1,092,250

減価償却費 259,754 280,575

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,500 △1,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △235,257 △265,074

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,278 13,104

事業再編損失引当金の増減額（△は減少） △14,431 －

受取利息及び受取配当金 △12,111 △11,460

支払利息 99,383 100,311

社債利息 3,161 2,271

有形固定資産除却損 － 204

売上債権の増減額（△は増加） 37,512 △79,264

未収入金の増減額（△は増加） △176,959 93,753

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,597 2,102

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,565 △37,719

仕入債務の増減額（△は減少） △966 △115

未払金の増減額（△は減少） 421,356 624,044

長期前受金の増減額（△は減少） △48,916 △59,472

長期預り保証金の増減額（△は減少） △10,657 △34,768

その他の流動負債の増減額（△は減少） 135,478 34,348

その他 5,746 860

小計 1,374,605 1,754,951

利息及び配当金の受取額 12,113 11,462

利息の支払額 △101,236 △104,287

法人税等の支払額 △842,507 △1,294,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 442,974 367,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

預金の担保解除による収入 32,342 65,639

有形固定資産の取得による支出 △85,141 △61,544

無形固定資産の取得による支出 △16,000 △72,639

敷金及び保証金の差入による支出 △7,690 △8,039

敷金及び保証金の回収による収入 36,601 7,123

貸付けによる支出 △79,000 △92,500

貸付金の回収による収入 81,970 89,168

その他 △1,345 △1,751

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,262 △74,543
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 428,000 700,000

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △200,690 △1,227,991

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △174,506 △195,496

配当金の支払額 △75,735 △113,460

自己株式の取得による支出 △22 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,955 63,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 281,755 356,452

現金及び現金同等物の期首残高 1,582,328 3,400,690

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,864,084

※1
 3,757,142
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【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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。

　これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ

285千円増加しております。

　

　

　　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。　
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

　※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（平成24年３月31日）

当第１四半期会計期間
（平成24年６月30日）

 2,744,759千円  2,989,790千円

 

　　

　

（四半期損益計算書関係）

　※１　助成金収入の内容は次のとおりであります。

　

　
前第１四半期累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

　

　
当第１四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

　

「介護職員処遇改善交付金」および

「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金」

244,707千円 －千円

 雇用奨励金 17,116 16,784

 その他 9,165 5,835

計 270,989 22,619

　

　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第１四半期累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

現金及び預金勘定 3,346,420千円 4,811,627千円

担保に供している預金 △1,482,336 △1,054,484

現金及び現金同等物 1,864,084 3,757,142
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日）

配当金支払額　

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月28日

定時株主総会
普通株式 75,577 5.0 平成23年３月31日 平成23年６月29日利益剰余金

 

Ⅱ  当第１四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

配当金支払額　

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 113,365 7.5 平成24年３月31日 平成24年６月27日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間(自平成23年４月１日 至平成23年６月30日)　

　

１.報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
報告セグメント

合計
在宅介護事業

有料老人
ホーム事業

人材開発事業

売上高     

外部顧客への売上高 9,007,4801,688,7511,041,30611,737,538

セグメント間の内部売上高または

振替高
－ － － －

計 9,007,4801,688,7511,041,30611,737,538

セグメント利益または損失（△） 873,152 29,466 △12,084 890,535

その他の項目

減価償却費

受取利息

助成金収入　

支払利息　

　

188,733　

2,943　　

247,260　

56,995　

　

67,797　

9,164　

22,465　

41,474　

　

3,224　

0　

1,264　

912　

　

259,754　

12,108　

270,989　

99,383　

　（注）セグメント利益または損失の合計額は、四半期損益計算書の経常利益と一致しております。

　

 　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

　

　（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

　

　（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期累計期間(自平成24年４月１日 至平成24年６月30日)　

　

１.報告セグメントごとの売上高および利益の金額に関する情報　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
報告セグメント

合計
在宅介護事業

有料老人
ホーム事業

人材開発事業

売上高     

外部顧客への売上高 10,201,3421,884,489936,68913,022,522

セグメント間の内部売上高または

振替高
－ － － －

計 10,201,3421,884,489936,68913,022,522

セグメント利益 963,606 86,862 41,986 1,092,455

その他の項目

減価償却費

受取利息

助成金収入　

支払利息　

　

205,339　

2,637　　

19,961　

58,213　

　

72,343　

8,818　

2,216　

41,180　

　

2,892　

0　

441　

917　

　

280,575　

11,456　

22,619　

100,311　

　（注）セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の経常利益と一致しております。

　

２. 報告セグメントの変更等に関する事項

  法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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

は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

  当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間のセグメント利益が全体で285千円増加しており

ますが、各セグメント利益の影響額に重要性がないため記載を省略しております。

　                     

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

　

　（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

　

　（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 31円06銭 41円06銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 469,411 620,598

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 469,411 620,598

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,115 15,115

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

　　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月13日

株式会社ツクイ

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森居　達郎　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内田　好久　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツク
イの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第45期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年４月１日から
平成24年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財
務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期
レビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツクイの平成24年６月30日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ
る事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　
　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四

半期報告書提出会社）が別途保管しております。
２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

株式会社ツクイ(E05393)

四半期報告書

25/25


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第１四半期累計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	会計方針の変更
	四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

