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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 15,280 1.6 631 71.4 597 77.5 282 328.8
21年3月期第3四半期 15,039 ― 368 ― 336 ― 65 ―

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3四半期 3,923.14 3,917.85
21年3月期第3四半期 914.98 ―

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3四半期 7,978 2,302 28.6 31,762.54
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3四半期  2,283百万円 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

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

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

22年3月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 20,382 3.0 780 107.5 726 129.3 366 622.7 5,092.53
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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3四半期 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3四半期 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3四半期 71,886株 21年3月期第3四半期 71,886株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の増加により景気は緩やかに持ち直しているもの

の、企業収益は本格的に回復しておらず、雇用情勢、消費活動の低迷により依然として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、また、同年10月からは介護職員処遇

改善交付金の支給も始まり、外部の雇用環境の変化による採用の増加とともに経営環境も好転の兆しが見えつつあ

ります。 

このような状況の下、当社グループでは、訪問系サービスにおいて介護スタッフの採用強化を図ることに加え、

新規お客様の獲得に努めたことにより売上高がほぼ前年同期の水準まで回復したことや、施設系サービスにおいて

営業活動の強化により集客が好調に進み稼働率が向上したことから、売上高は152億80百万円（前年同期比1.6％

増）となりました。また、正社員の稼働管理や徹底したコスト管理が、スタッフ稼働率の改善及び経費削減につな

がったため、営業利益は６億31百万円（同71.4％増）、経常利益は５億97百万円（同77.5％増）、及び四半期純利

益は２億82百万円（同328.8％増）となりました。 

  

当第３四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 

訪問系サービスにおいては、訪問介護のお客様数は営業活動の強化により前年同期の水準まで回復しつつありま

す。また、採用活動の強化や給与制度の改定などの諸施策により介護スタッフの増員に努めました。施設系サービ

スにおいては、集客が好調に推移し稼働率が向上しました。その結果、売上高は139億54百万円（前年同期比1.6％

増）となりました。損益面では正社員の稼働管理の取り組みが奏功し、営業利益は４億82百万円（同95.7％増）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注力、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、ダイレクトメールの発送によるリピーターの確保などにより、施工件数が前年同期

より増加し、売上高は８億88百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益は57百万円（同7.5％増）となりました。 

・その他事業 

その他事業では、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が減少したことによ

り売上が減少したことや、セントワークス株式会社において介護事業者向け業務支援サービスの営業強化を行った

ことにより人件費の増加等が発生したため、売上高は６億81百万円（前年同期比23.9％減）、営業利益は34百万円

（同83.9％減）となりました。 

  

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３億円（前期末比

3.9％）増加し、79億78百万円となりました。 

流動資産は、前期末より２億65百万円（同7.3％）増加し、38億86百万円となりました。これは主に売上高の増

加等により売掛金が１億61百万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35百万円（同0.9％）増加し、40億92百万円となりました。これは主に有形固定資産が

20百万円増加したことや差入保証金が１億３百万円増加したものの、償却によりのれんが１億14百万円減少したこ

とによるものであります。 

流動負債は、前期末より、４億27百万円（同15.2％）増加し、32億48百万円となりました。これは主に１年内償

還予定の社債が２億30百万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３億81百万円（同13.6％）減少し、24億26百万円となりました。これは主に社債３億70

百万円が流動負債へ振替わったことにより減少したものであります。 

純資産は、前期末より２億54百万円（同12.4％）増加し、23億２百万円となりました。これは主に利益剰余金が

２億53百万円増加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21年12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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,223,403 1,082,609

売掛金 2,312,247 2,150,259

たな卸資産 75,682 49,504

その他 294,263 349,498

貸倒引当金 △18,924 △10,713

流動資産合計 3,886,671 3,621,157

固定資産   

有形固定資産 686,757 665,921

無形固定資産   

のれん 1,162,084 1,276,538

その他 305,952 291,666

無形固定資産合計 1,468,037 1,568,205

投資その他の資産   

差入保証金 1,275,489 1,171,630

その他 672,510 671,412

貸倒引当金 △10,765 △20,176

投資その他の資産合計 1,937,235 1,822,865

固定資産合計 4,092,029 4,056,992

資産合計 7,978,701 7,678,150

負債の部   

流動負債   

買掛金 329,688 312,660

短期借入金 125,000 139,500

1年内返済予定の長期借入金 372,360 409,430

1年内償還予定の社債 410,000 180,000

未払金 1,439,395 1,206,457

未払法人税等 130,307 286,080

賞与引当金 75,557 42,360

その他 366,641 244,581

流動負債合計 3,248,949 2,821,069

固定負債   

社債 650,000 920,000

長期借入金 1,082,119 1,359,769

退職給付引当金 325,418 283,159

その他 369,445 245,807

固定負債合計 2,426,982 2,808,735

負債合計 5,675,931 5,629,804
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 432,365 179,100

株主資本合計 2,283,993 2,030,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △711 △3,917

評価・換算差額等合計 △711 △3,917

新株予約権 8,565 －

少数株主持分 10,922 21,534

純資産合計 2,302,769 2,048,345

負債純資産合計 7,978,701 7,678,150
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 15,039,354 15,280,950

売上原価 13,151,430 13,150,529

売上総利益 1,887,924 2,130,421

販売費及び一般管理費 1,519,415 1,498,700

営業利益 368,508 631,720

営業外収益   

受取利息 7,809 5,944

受取配当金 2,564 1,287

受取保険金 14,959 10,472

受取家賃 20,558 12,471

補助金収入 15,120 110

その他 11,170 14,449

営業外収益合計 72,182 44,735

営業外費用   

支払利息 61,006 51,407

その他 43,195 27,668

営業外費用合計 104,201 79,075

経常利益 336,489 597,380

特別利益   

投資有価証券売却益 10,571 －

役員退職慰労未払金戻入益 55,188 －

受取和解金 － 9,467

補助金収入 － 4,589

その他 1,012 88

特別利益合計 66,772 14,145

特別損失   

固定資産売却損 3,860 －

固定資産除却損 21,203 20,977

固定資産圧縮損 － 4,370

投資有価証券売却損 14,030 －

投資有価証券評価損 41,690 －

特別損失合計 80,784 25,348

税金等調整前四半期純利益 322,476 586,177

法人税等 256,690 314,230

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12 △10,071

四半期純利益 65,774 282,019

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

7



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

（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 
 13,590,634  818,385  630,335  15,039,354  ―  15,039,354

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 145,504  ―  265,097  410,601 ( )410,601  ―

計  13,736,138  818,385  895,432  15,449,956 ( )410,601  15,039,354

営業利益  246,562  53,829  213,835  514,226 ( )145,718  368,508

  
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 
 13,948,865  888,206  443,878  15,280,950  ―  15,280,950

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 5,360  ―  237,688  243,048 ( )243,048  ―

計  13,954,225  888,206  681,566  15,523,999 ( )243,048  15,280,950

営業利益  482,540  57,855  34,496  574,892  56,828  631,720

〔所在地別セグメント情報〕
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

〔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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