
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 セントケア・ホールディング株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 2374 URL http://www.saint-care.com/
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 村上 美晴

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役財務・経理部長 （氏名） 関根 竜哉 TEL 03-3538-2943
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日
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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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）

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 ％

22年3月期第1四半期 4,856 △3.7 93 △22.4 80 △36.3 5 54.6
21年3月期第1四半期 5,041 ― 120 ― 127 ― 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

22年3月期第1四半期 81.62 ―

21年3月期第1四半期 52.80 ―

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

22年3月期第1四半期 7,427 2,022 27.0 27,904.53
21年3月期 7,678 2,048 26.4 28,194.80

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  2,005百万円 21年3月期  2,026百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 400.00 400.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 600.00 600.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 
連結累計期間

10,216 1.7 254 13.9 203 0.7 30 △36.0 424.58

通期 20,800 5.1 603 60.4 516 63.1 188 272.8 2,627.27
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、４ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 71,886株 21年3月期 71,886株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 0株 21年3月期 0株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 71,886株 21年3月期第1四半期 71,886株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気が下げ止まりの様相を見せつつも、依然として雇用情

勢の低迷、消費活動の低下等により、本格回復に向けた動きはなお力強さを欠き、厳しい状況にあります。 

 介護サービス業界では、介護サービス受給者数が増加している市場動向の中、介護従事者の人材確保、処遇改

善を主眼として平成21年４月１日に介護報酬が3.0％の増加となる改定が行われ、外部の雇用環境の変化も影響

し、採用の増加とともに経営環境にも好転の兆しが見えつつあります。 

 このような状況の中で当社グループは、介護報酬改定による売上高の増加分をスタッフの処遇改善に充てるた

めに給与制度を改定したことで採用増につながったものの、前連結会計年度中の採用難により前年同期に比し訪

問介護員が減少したことから、訪問介護サービスの売上高は減少いたしました。一方で、デイサービス、有料老

人ホームなど施設系サービスにおいては、集客が順調に推移いたしましたが、前年同期に計上したフランチャイ

ズ契約解約によるロイヤリティー売上が無くなったことから売上が減少いたしました。その結果、売上高は48億

56百万円（前年同期比3.7％減）となり、営業利益は93百万円（前年同期比22.4％減）、経常利益は80百万円

（前年同期比36.3％減）、及び四半期純利益は５百万円（前年同期比54.6％増）となりました。 

  

 当第１四半期連結累計期間における事業の種類別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、施設系サービスにおいては、集客が順調に推移したものの、訪問介護サービスの売上

高とロイヤリティー売上の減少により、売上高は44億41百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は47百万円

（前年同期比72.6％減）となりました。 

  

・住宅リフォーム事業 

 住宅リフォーム事業は、手摺取付け、浴槽、トイレなどの小規模工事への特化、社内の福祉用具販売・貸与サ

ービスとの連携の強化、地域ケアマネジャーへのケアリフォーム勉強会の開催並びに提案営業の実施、病院の地

域医療連携室への提案営業の実施などをいたしましたが、施工件数が伸び悩み、売上高は２億66百万円（前年同

期比2.0％減）となりました。また、人材不足の状況を改善するため人員を採用し人件費が増加した結果、営業

利益は８百万円（前年同期比58.0％減）となりました。 

  

・その他事業 

 その他事業では、調剤薬局事業を営むメディスンショップ・ジャパン株式会社において前連結会計年度に直営

店舗が減少したことにより売上高が減少したため、売上高は２億33百万円（前年同期比23.3％減）、営業利益は

44百万円（前年同期比33.8％減）となりました。 

  

 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２億50百万円（前期末

比3.3％）減少し、74億27百万円となりました。 

 流動資産は、前期末より２億11百万円（同5.8％）減少し、34億９百万円となりました。これは主に法人税等の

支払等により現金及び預金が１億73百万円減少したことによるものであります。 

 固定資産は、前期末より39百万円（同1.0％）減少し、40億17百万円となりました。これは主に有形固定資産が

15百万円減少したことやのれんが38百万円減少したことによるものであります。 

 流動負債は、前期末より44百万円（同1.6％）減少し、27億76百万円となりました。これは主に未払法人税等が

２億38百万円減少したことや１年内償還予定の社債が１億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１億80百万円（同6.4％）減少し、26億28百万円となりました。これは主に長期借入金

が93百万円減少したことや社債１億円が減少したことによるものであります。 

 純資産は、前期末より25百万円（同1.3％）減少し、20億22百万円となりました。これは主に利益剰余金が21百

万円減少したことによるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 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21年５月15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。 

  

  該当事項はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分す

る方法によっております。 

 なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております 

３ 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

４ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 税引前四半期純利益に重要な税務調整を加えた後の課税所得を基に未払法人税等を算定しております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。 

５ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで

債権と債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引の相殺消去 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法によ

り相殺消去しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 909,454 1,082,609

売掛金 2,185,988 2,150,259

たな卸資産 54,537 49,504

その他 270,464 349,498

貸倒引当金 △10,713 △10,713

流動資産合計 3,409,730 3,621,157

固定資産   

有形固定資産 650,631 665,921

無形固定資産   

のれん 1,238,387 1,276,538

その他 285,005 291,666

無形固定資産合計 1,523,393 1,568,205

投資その他の資産   

差入保証金 1,189,703 1,171,630

その他 674,015 671,412

貸倒引当金 △20,176 △20,176

投資その他の資産合計 1,843,542 1,822,865

固定資産合計 4,017,567 4,056,992

資産合計 7,427,298 7,678,150

負債の部   

流動負債   

買掛金 306,728 312,660

短期借入金 128,000 139,500

1年内返済予定の長期借入金 391,459 409,430

1年内償還予定の社債 280,000 180,000

未払金 1,353,025 1,206,457

未払法人税等 47,552 286,080

賞与引当金 17,639 42,360

その他 252,149 244,581

流動負債合計 2,776,554 2,821,069

固定負債   

社債 820,000 920,000

長期借入金 1,266,559 1,359,769

退職給付引当金 296,257 283,159

その他 245,483 245,807

固定負債合計 2,628,299 2,808,735

負債合計 5,404,854 5,629,804
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３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 157,626 179,100

株主資本合計 2,009,254 2,030,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,310 △3,917

評価・換算差額等合計 △3,310 △3,917

少数株主持分 16,499 21,534

純資産合計 2,022,444 2,048,345

負債純資産合計 7,427,298 7,678,150
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,041,619 4,856,900

売上原価 4,403,689 4,273,147

売上総利益 637,930 583,753

販売費及び一般管理費 517,752 490,468

営業利益 120,177 93,284

営業外収益   

受取利息 3,204 2,053

受取配当金 1,934 1,043

受取保険金 － 3,538

受取家賃 10,588 4,297

補助金収入 15,000 －

その他 5,747 3,313

営業外収益合計 36,475 14,247

営業外費用   

支払利息 20,799 17,320

支払手数料 － 5,500

その他 8,759 3,753

営業外費用合計 29,558 26,574

経常利益 127,094 80,957

特別利益   

投資有価証券売却益 4,469 －

その他 12 －

特別利益合計 4,481 －

特別損失   

固定資産除却損 608 979

特別損失合計 608 979

税金等調整前四半期純利益 130,966 79,977

法人税等 131,675 78,604

少数株主損失（△） △4,503 △4,494

四半期純利益 3,795 5,867
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 事業区分は、役務及び商品の種類、性質及び提供方法を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主なサービス提供内容 

(1）介護サービス事業…………訪問介護サービス、訪問入浴介護サービス、居宅介護支援サービス、訪問看

護サービス、デイサービス、グループホーム、ショートステイ、有料老人ホ

ーム 

(2）住宅リフォーム事業………住宅改修サービス 

(3）その他事業…………………人材派遣サービス、アウトソーシング受託サービス、調剤薬局、ペット及び

ペット用品販売、動物病院 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

 （注）１ 事業区分は、役務及び商品の種類、性質及び提供方法を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主なサービス提供内容 

(1）介護サービス事業…………訪問介護サービス、訪問入浴介護サービス、居宅介護支援サービス、訪問看

護サービス、デイサービス、グループホーム、ショートステイ、有料老人ホ

ーム 

(2）住宅リフォーム事業………住宅改修サービス 

(3）その他事業…………………人材派遣サービス、アウトソーシング受託サービス、調剤薬局、ペット及び

ペット用品販売、動物病院 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
介護サービス
事業 
（千円） 

住宅リフォー
ム事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
 4,562,163  271,971  207,484  5,041,619  ―  5,041,619

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 135,753  ―  96,388  232,141 ( )232,141  ―

計  4,697,916  271,971  303,872  5,273,761 ( )232,141  5,041,619

営業利益  173,195  19,629  67,457  260,283 ( )140,106  120,177

  
介護サービス
事業 
（千円） 

住宅リフォー
ム事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
 4,439,814  266,406  150,679  4,856,900  ―  4,856,900

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,808  ―  82,370  84,178 ( )84,178  ―

計  4,441,622  266,406  233,049  4,941,078 ( )84,178  4,856,900

営業利益  47,391  8,250  44,626  100,268 ( )6,984  93,284

セントケア・ホールディング㈱（2374） 平成22年３月期第１四半期決算短信

8



前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（５）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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