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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20期

第３四半期
連結累計期間

第21期
第３四半期
連結累計期間

第20期

会計期間
自　平成24年11月１日
至　平成25年７月31日

自　平成25年11月１日
至　平成26年７月31日

自　平成24年11月１日
至　平成25年10月31日

売上高 (千円) 11,654,576 13,490,902 15,848,221

経常利益 (千円) 418,825 374,440 521,119

四半期(当期)純利益 (千円) 191,420 186,336 259,797

四半期包括利益又は
包括利益

（千円） 344,036 265,934 601,234

純資産額 (千円) 2,185,394 2,612,332 2,442,591

総資産額 (千円) 11,951,776 14,207,704 12,334,081

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 78.85 77.48 107.27

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ― ―

自己資本比率 (％) 18.3 18.4 19.8
 

 

回次
第20期

第３四半期
連結会計期間

第21期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成25年５月１日
至　平成25年７月31日

自　平成26年５月１日
至　平成26年７月31日

１株当たり四半期
純利益

(円) 52.63 41.83
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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 平成25年５月１日付で株式分割を行いましたが、前第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益

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。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は次のとおりであります。

(施設系介護事業)

第２四半期連結会計期間において、平成26年３月28日付で有限会社パートナーズ（株式会社ケア２１名

古屋に商号変更）の全株式を取得し、同社を当社の連結子会社としております。なお、有限会社パート

ナーズは平成26年４月30日をみなし取得日としております。

この結果、平成26年７月31日現在では、当社グループは、当社及び子会社４社により構成されることと

なりました。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。

なお、重要事象等は存在しておりません。

 
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

 
(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や政府による成長戦略の

具体的な方針が示された一方で、個人消費が幅広い分野において減少傾向を継続していることに加え

て、海外経済の鈍化懸念は依然として高く、景気の先行きにつきましては不透明な状況下で推移いた

しました。

こうした環境の下、介護業界におきましては、社会保障審議会において、介護報酬の改定及び区分

支給限度額の引き上げが行われ、非課税事業者に対する負担軽減措置が実施されました。また、国内

の高齢化に応じて社会保障費が年々増加していることもあり、さまざまな施策の検討がなされており

ます。その一方で、高齢化の進行により、介護サービスの需要が益々高まっており、人財の確保が経

営上の課題となっております。

このような状況の下、当社グループは、ご利用者に品質の高いサービスを提供するため、独自に創

設した「誰伸び人事制度」のもと、加点主義、絶対評価、全員リーダー論等により、人財の育成に努

めてまいりました。

また、あらゆる世代の優秀な人財を獲得するために、本年４月１日に定年制を廃止するなど、雇用

の安定に努め、更に、介護職の処遇改善、及び研修の充実を推進いたしました。当第３四半期連結累

計期間におきましては、介護職の処遇改善をより一層充実したものとするための関連費用を計上いた

しました。その結果、売上は伸長いたしましたが、経常利益は減少しております。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は134億90百万円（前年同四半期比15.8％

増）、営業利益４億68百万円（同7.2％減）、経常利益３億74百万円（同10.6％減）、四半期純利益

１億86百万円（同2.7％減）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。なおセグメント別の各金額は、セグメント間取引等

相殺消去前の金額によっております。
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①在宅系介護事業

当事業におきましては、新規事業所のリーダーとなる人財の育成が進み、前連結会計年度に引続き

積極的な出店を行いました。結果、東京都に６拠点、大阪府に７拠点、兵庫県に１拠点、宮城県に１

拠点の計15拠点となりました。出店に際しては緻密なマーケティングと十分な人財育成をベースに推

し進め、早期黒字化を図っておりますが、これら事業所に関わる採用関連費用、及び人件費等の負担

が重く、売上高は伸長したものの、セグメント利益を押し下げることとなりました。その結果、当第

３四半期連結累計期間の売上高は55億42百万円（前年同四半期比9.0％増）、セグメント利益は８億

49百万円（同17.3％減）となりました。

②施設系介護事業

当事業におきましては、当第３四半期連結累計期間において、千葉県に１施設、大阪府に２施設、

兵庫県に１施設、広島県に１施設の計５施設をオープンいたしました。その結果、当第３四半期連結

累計期間の売上高は59億65百万円（前年同四半期比18.2％増）、セグメント利益は５億54百万円（同

11.1％増）となりました。今後も引続き入居者獲得に注力してまいります。

③その他

その他の事業におきましては、ご利用者の安心・安全・利便・生きがいを提供するため、福祉用具

関連サービス、訪問看護サービス等において積極的な営業展開を図り、売上伸長に注力してまいりま

した。また、子会社である株式会社ＥＥ２１におきましては、介護人材の教育事業における営業基盤

の拡大に努めてまいりましたが、先行投資の負担が重く、収支改善には至りませんでした。その結

果、当第３四半期連結累計期間の売上高は20億36百万円（前年同四半期比32.1％増）、セグメント利

益は１億29百万円（同33.7％減）となりました。
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(2) 財政状態の分析

　（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億49百万円増加し、43億94百万円となりました。これは主

として売上伸長に伴う売掛金の増加２億47百万円、流動資産その他の増加87百万円、現金及び預金の

減少97百万円によるものであります。固定資産は前連結会計年度末に比べ、16億24百万円増加し、98

億13百万円となりました。これは主として、リース資産の増加12億68百万円、投資有価証券の増加１

億23百万円、差入保証金の増加86百万円、及び有形固定資産その他の増加74百万円によるものであり

ます。この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ18億73百万円増加し、142億７百万円となりま

した。

　（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ２億89百万円増加し、41億51百万円となりました。これは主

として短期借入金の増加４億30百万円、流動負債その他の増加99百万円、未払金の増加98百万円、及

び賞与引当金の減少３億12百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ14億

14百万円増加し、74億43百万円となりました。これは主としてリース債務の増加12億36百万円、及び

長期借入金の増加96百万円によるものであります。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ17

億３百万円増加し、115億95百万円となりました。

　（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億69百万円増加し、26億12百万円となりました。これは

主として四半期純利益計上による利益剰余金の増加１億86百万円、その他有価証券評価差額金の増加

79百万円、及び配当金支払による利益剰余金の減少96百万円によるものであります。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

 
(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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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 8,696,000

計 8,696,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年９月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,474,000 2,474,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
単元株式数　　100株

計 2,474,000 2,474,000 ― ―
 

 

(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26年５月１日～
平成26年７月31日

― 2,474,000 ― 633,365 ― 463,365
 

 

(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四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３四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26年４月30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26年４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)

（自己保有株式）
普通株式    49,500

― ―

（相互保有株式）
普通株式    19,600

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　2,404,400 24,044 ―

単元未満株式 普通株式　　　　500 ― ―

発行済株式総数 2,474,000 ― ―

総株主の議決権 ― 24,044 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成26年４月30日現在

所有者の氏名
又は名称

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(％)

(自己保有株式)
株式会社ケア２１

大阪府大阪市北区堂島
2-2-2

49,500 ― 49,500 2.0

(相互保有株式)
株式会社ＥＥ２１

大阪府大阪市北区堂島
2-2-2

19,600 ― 19,600 0.8

計 ― 69,100 ― 69,100 2.8
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役事業支援本部長
兼経営企画室長

取締役経営企画室長 依田　雅 平成26年２月１日

取締役医療担当 取締役経理部長 大西　靖廣 平成26年５月１日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

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３四半期連結会計期間(平成26年５月１

日から平成26年７月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年11月１日から平成26年７月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、京都監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,091,298 993,784

売掛金 2,361,634 2,609,241

商品 4,721 13,994

原材料 1,384 2,073

その他 691,623 779,075

貸倒引当金 △5,652 △4,031

流動資産合計 4,145,009 4,394,137

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 5,010,671 6,278,809

その他（純額） 750,998 825,374

有形固定資産合計 5,761,669 7,104,184

無形固定資産 157,317 223,624

投資その他の資産

投資有価証券 885,600 1,009,200

差入保証金 1,207,260 1,293,559

その他 178,282 183,994

貸倒引当金 △1,058 △996

投資その他の資産合計 2,270,084 2,485,757

固定資産合計 8,189,071 9,813,566

資産合計 12,334,081 14,207,704

負債の部

流動負債

買掛金 112,885 136,980

短期借入金 480,000 910,000

1年内返済予定の長期借入金 678,367 738,325

未払金 1,026,776 1,125,111

未払法人税等 349,343 178,705

賞与引当金 601,242 289,068

リース債務 239,402 299,559

その他 374,166 473,903

流動負債合計 3,862,186 4,151,654

固定負債

長期借入金 591,092 687,809

リース債務 4,882,503 6,119,149

資産除去債務 124,564 142,301

その他 431,143 494,456

固定負債合計 6,029,303 7,443,717

負債合計 9,891,489 11,595,371

EDINET提出書類

株式会社ケア２１(E05353)

四半期報告書

10/21



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 633,365 633,365

資本剰余金 463,365 463,365

利益剰余金 877,552 967,694

自己株式 △100,943 △100,943

株主資本合計 1,873,338 1,963,480

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 569,253 648,851

その他の包括利益累計額合計 569,253 648,851

純資産合計 2,442,591 2,612,332

負債純資産合計 12,334,081 14,207,704
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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24年11月１日
　至 平成25年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
　至 平成26年７月31日)

売上高 11,654,576 13,490,902

売上原価 8,329,804 9,669,490

売上総利益 3,324,772 3,821,412

販売費及び一般管理費 2,819,228 3,352,413

営業利益 505,544 468,998

営業外収益

受取利息 8,076 9,438

受取配当金 3,224 4,028

補助金収入 10,410 7,699

その他 6,588 6,318

営業外収益合計 28,300 27,484

営業外費用

支払利息 111,851 119,754

その他 3,167 2,288

営業外費用合計 115,019 122,042

経常利益 418,825 374,440

特別利益

固定資産売却益 195 36

特別利益合計 195 36

特別損失

固定資産除却損 1,649 340

特別損失合計 1,649 340

税金等調整前四半期純利益 417,370 374,136

法人税等 227,378 187,799

少数株主損益調整前四半期純利益 189,992 186,336

少数株主損失（△） △1,428 －

四半期純利益 191,420 186,336
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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24年11月１日
　至 平成25年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
　至 平成26年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 189,992 186,336

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 154,044 79,598

その他の包括利益合計 154,044 79,598

四半期包括利益 344,036 265,934

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 345,465 265,934

少数株主に係る四半期包括利益 △1,428 －
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年11月１日　至　平成26年７月31日）

（1）連結の範囲の重要な変更
第２四半期連結会計期間において、当社は、平成26年３月28日付で有限会社パートナーズ（株式会社ケア２１

名古屋に商号変更）の全株式を取得したことに伴い、有限会社パートナーズを連結の範囲に含めております。な
お、有限会社パートナーズは平成26年４月30日をみなし取得日としております。

（2）変更後の連結子会社の数
４社

 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第３四半期連結累計期間

(自　平成25年11月１日　至　平成26年７月31日)

税金費用の計算 当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する方法を採用しております。ただし、当

該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
 

 

(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日 至 平成26年７月31日)

法人税率の変更等による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１

日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。

　なお、これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）及び

のれん償却額は、次のとおりであります。

 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

 　　（自　平成24年11月１日 　　（自　平成25年11月１日

 　　　至　平成25年７月31日） 　　　至　平成26年７月31日）
 

　減価償却費 341,956千円 412,319千円

　のれん償却額 20,809千円 22,600千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自　平成24年11月１日　至　平成25年７月31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25年１月29日
定時株主総会

普通株式 74,055 3,000 平成24年10月31日 平成25年１月30日 利益剰余金
 

　注：「配当金の総額」には連結子会社への配当(持分相当額)を含んでおります。

 
当第３四半期連結累計期間（自　平成25年11月１日　至　平成26年７月31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26年１月29日
定時株主総会

普通株式 96,978 40 平成25年10月31日 平成26年１月30日 利益剰余金
 

　注１：「配当金の総額」には連結子会社への配当(持分相当額)を含んでおります。

　　２：平成25年５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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年11月１日 至 平成25年７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)

 

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

在宅系
介護事業

施設系
介護事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 5,082,895 5,048,761 10,131,657 1,522,919 11,654,576 ─ 11,654,576

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

980 147 1,128 18,930 20,059 △20,059 ─

計 5,083,876 5,048,909 10,132,785 1,541,850 11,674,636 △20,059 11,654,576

セグメント利益 1,026,574 499,259 1,525,834 195,792 1,721,626 △1,302,801 418,825
 

(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、福祉用具の貸与・販売、住宅改

修、訪問看護サービス、医療サポート事業、薬局事業、軽作業請負、介護人材の教育事業、介護人材の紹介・

派遣事業等の各事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△1,302,801千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,255,187千

円、リース取引に係る調整額△38,446千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

販売費及び一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常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

（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。

 

　　（重要な負ののれんの発生益）

　　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年11月１日 至 平成26年７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)

 

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

在宅系
介護事業

施設系
介護事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 5,542,428 5,965,786 11,508,214 1,982,688 13,490,902 ― 13,490,902

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

9 ― 9 53,477 53,486 △53,486 ―

計 5,542,437 5,965,786 11,508,224 2,036,165 13,544,389 △53,486 13,490,902

セグメント利益 849,446 554,745 1,404,192 129,895 1,534,088
△

1,159,647
374,440

 

(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、福祉用具の貸与・販売、住宅改

修、訪問看護サービス、医療サポート事業、軽作業請負、介護人材の教育事業、介護人材の紹介・派遣事業等

の各事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△1,159,647千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,117,161千

円、リース取引に係る調整額△39,803千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

販売費及び一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常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

（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）

「施設系介護事業」セグメントにおいて、有限会社パートナーズ(株式会社ケア２１名古屋に商号

変更）の株式を取得し、連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当

第３四半期連結累計期間において、35,818千円であります。

 

　　（重要な負ののれんの発生益）

　　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。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年７月31日)

１株当たり四半期純利益金額 78円85銭 77円48銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(千円) 191,420 186,336

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) 191,420 186,336

普通株式の期中平均株式数(株) 2,427,463 2,404,856
 

(注)１　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。

　　２　当社は、平成25年５月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前第３四半期連結

累計期間の１株当たり四半期純利益金額は、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。

 

(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

当社は、平成26年９月５日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。

１．理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を図るため

２．取得する株式の種類：普通株式

３．取得する株式の数：100,000株(上限)

４．株式取得価額の総額：250百万円(上限)

５．自己株式取得の期間：平成26年９月９日から平成27年１月30日まで

６．取得方法：東京証券取引所における市場買付
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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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京　都　監　査　法　人

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　深　　井　　和　　巳　　㊞

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　高　　井　　晶　　治　　㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成26年９月11日

株式会社ケア２１

取締役会  御中

　

 

　

 

　

 

 

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
株式会社ケア２１の平成２５年１１月１日から平成２６年１０月３１日までの連結会計年度の第３四半期
連結会計期間（平成２６年５月１日から平成２６年７月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成
２５年１１月１日から平成２６年７月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸
借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
 

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠し

て四半期連結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
示のない四半期連結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連結財

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に

公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ケア２１及び連結子会社の平
成２６年７月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正
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。
 

強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成２６年９月５日開催の取締役会において、自己株

式の取得を決議している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
 

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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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