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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 6,048 12.5 271 17.0 270 18.5 124 10.1
23年3月期第1四半期 5,376 10.7 232 149.1 228 182.0 113 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 122百万円 （10.7％） 23年3月期第1四半期 110百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1,732.94 1,724.92
23年3月期第1四半期 1,574.22 1,569.96

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 9,903 3,097 31.1
23年3月期 9,648 3,097 31.9

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  3,081百万円 23年3月期  3,080百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 1,700.00 1,700.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 1,800.00 1,800.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 12,249 10.8 654 9.5 663 11.8 352 16.1 4,900.85
通期 25,056 2.9 1,500 12.5 1,489 8.1 857 14.6 11,921.78



(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  

(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 
 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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期1Q 71,886 株 23年3月期 71,886 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 71,886 株 23年3月期1Q 71,886 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… ２

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… ２

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… ２

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… ２

２．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… ３

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… ３

（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 ……………………………………………………… ５

四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… ５

四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… ６

（３）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………………………… ７

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………………………………… ７

セントケア・ホールディング㈱（2374） 平成24年３月期第１四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により生産活動等が大きく落ち込みま

したが、供給面の制約が和らぎ一度落ち込んだ生産活動や輸出が増加に転じるなど、景気は持ち直しつつありま

す。 

介護サービス業界では、高齢化の一層の進展により、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、介護サービス供給の担い手である介護従事者については、求人倍

率が上昇し採用が難しくなる傾向にあり、人材の確保が経営上の課題となっております。 

このような状況の中で当社グループにおいては、人材採用の強化と並んで、前連結会計年度及び当第１四半期

連結累計期間において新規に開設した営業所の集客に注力してまいりました。この結果、売上高は60億48百万円

（前年同期比12.5％増）、営業利益は２億71百万円（同17.0％増）、経常利益は２億70百万円（同18.5％増）、

及び四半期純利益は１億24百万円（同10.1％増）となりました。 

  

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 

介護サービス事業では、施設系サービスにおいて営業を強化し集客を進め、また、訪問系サービスでは訪問看

護サービスの人材採用を強化し新規顧客獲得に注力することで、業績は順調に推移しました。この結果、売上高

は59億７百万円（前年同期比12.5％増）、営業利益は２億33百万円（同19.0％増）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、売上高は

２億25百万円（前年同期比11.6％増）、営業利益は30百万円（同23.9％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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２億55百万円（前期

末比2.7％）増加し、99億３百万円となりました。 

流動資産は、前期末より１億34百万円（同3.0％）増加し、46億７百万円となりました。これは主に売掛金が

２億20百万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１億５百万円（同2.0％）増加し、52億67百万円となりました。これは主にのれんが

36百万円減少した一方で、有形固定資産が39百万円、差入保証金が48百万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15百万円（同121.0％）増加し、29百万円となりました。  

流動負債は、前期末より１億30百万円（同3.6％）増加し、37億72百万円となりました。これは主に未払法人

税等が２億27百万円減少した一方で、未払金が３億39百万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１億25百万円（同4.3％）増加し、30億33百万円となりました。これは主に長期借入

金が62百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、30億97百万円となりました（同0.0％）。これは主にその他有価証券評価差額金が２百万円減少し

た一方で、利益剰余金が２百万円増加したことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

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23年５月13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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,359,947 1,331,870

売掛金 2,562,071 2,782,372

たな卸資産 72,835 73,629

その他 488,448 424,585

貸倒引当金 △10,695 △5,339

流動資産合計 4,472,606 4,607,118

固定資産   

有形固定資産 1,784,535 1,823,948

無形固定資産   

のれん 949,077 912,092

その他 307,793 326,500

無形固定資産合計 1,256,870 1,238,592

投資その他の資産   

差入保証金 1,427,509 1,475,883

その他 704,024 730,574

貸倒引当金 △10,495 △1,364

投資その他の資産合計 2,121,038 2,205,093

固定資産合計 5,162,444 5,267,634

繰延資産 13,218 29,208

資産合計 9,648,270 9,903,961

負債の部   

流動負債   

買掛金 246,857 266,172

短期借入金 200,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 418,920 450,342

1年内償還予定の社債 310,000 110,000

未払金 1,522,230 1,861,516

未払法人税等 328,978 101,112

賞与引当金 118,387 70,947

その他 496,975 512,517

流動負債合計 3,642,348 3,772,609

固定負債   

社債 600,000 585,000

長期借入金 920,418 982,943

退職給付引当金 394,707 417,579

資産除去債務 7,938 16,065

その他 985,604 1,032,376

固定負債合計 2,908,668 3,033,964

負債合計 6,551,016 6,806,573
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23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 1,232,227 1,234,595

株主資本合計 3,083,855 3,086,223

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,891 △5,103

その他の包括利益累計額合計 △2,891 △5,103

新株予約権 15,956 15,956

少数株主持分 332 312

純資産合計 3,097,253 3,097,388

負債純資産合計 9,648,270 9,903,961

セントケア・ホールディング㈱（2374） 平成24年３月期第１四半期決算短信

4



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,376,722 6,048,869

売上原価 4,617,914 5,209,492

売上総利益 758,808 839,377

販売費及び一般管理費 526,407 567,467

営業利益 232,400 271,909

営業外収益   

受取利息 1,931 1,889

受取配当金 2,629 3,165

受取保険金 2,545 784

受取家賃 3,633 3,398

補助金収入 14,775 617

その他 6,303 9,050

営業外収益合計 31,818 18,906

営業外費用   

支払利息 15,996 17,100

リース解約損 8,071 1,258

その他 11,828 1,951

営業外費用合計 35,896 20,311

経常利益 228,323 270,505

特別利益   

補助金収入 4,473 －

特別利益合計 4,473 －

特別損失   

固定資産除却損 317 508

固定資産圧縮損 4,473 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,111 －

災害による損失 － 12,210

特別損失合計 11,901 12,718

税金等調整前四半期純利益 220,894 257,786

法人税等 107,674 133,233

少数株主損益調整前四半期純利益 113,219 124,553

少数株主利益又は少数株主損失（△） 54 △20

四半期純利益 113,164 124,573
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 113,219 124,553

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,663 △2,212

その他の包括利益合計 △2,663 △2,212

四半期包括利益 110,556 122,340

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 110,501 122,361

少数株主に係る四半期包括利益 54 △20

セントケア・ホールディング㈱（2374） 平成24年３月期第１四半期決算短信

6



該当事項はありません。 

  

  

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）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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