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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第２四半期  15,591  11.0  864  5.4  843  0.8  467  4.5

25年３月期第２四半期  14,045  13.3  819  25.6  836  28.2  447  10.7

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 472百万円（ ％） 6.6   25年３月期第２四半期 443百万円 （ ％） 10.4

  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 

26年３月期第２四半期  65.02  64.47

25年３月期第２四半期  62.22  61.78

（注）当社は、平成24年10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。これに伴い、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、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益を算定しております。 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  14,676  4,888  32.2

25年３月期  13,515  4,557  32.6

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 4,730百万円   25年３月期 4,411百万円 

  
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 
25年３月期  － 0.00 － 21.00  21.00

26年３月期  － 0.00     

26年３月期（予想）     － 22.00  22.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  32,044  11.9  1,694  23.4  1,648  20.1  901  23.4  125.41

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

   

   

（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 

   

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

   

（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

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） 26年３月期２Ｑ 7,188,600株 25年３月期 7,188,600株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ －株 25年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 7,188,600株 25年３月期２Ｑ 7,188,600株

（注）当社は、平成24年10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。これに伴

い、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発行済株式数（普通株式）を算定しております。

 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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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

などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済が依然として先行き不透明な状況が続いているも

のの、国内の設備投資や企業収益は持ち直し傾向がみられることから、緩やかな回復基調となりました。 

介護サービス業界では、引き続き国内の高齢化が進むなか、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、看護師等の有資格者をはじめ、人材の確保が難しい状態が

続いております。 

このような状況の中で当社グループでは、人材採用を引き続き強化すると同時に、新規お客様の獲得に注力し

てまいりました。また、事業規模の拡大に伴う人員体制の強化などにより人件費が増加しているものの、従業員

の稼働管理の徹底や販売費及び一般管理費の抑制などに取り組んでまいりました。この結果、売上高は155億91

百万円（前年同期比11.0％増）、営業利益は８億64百万円（同5.4％増）、経常利益は８億43百万円（同0.8％

増）、及び四半期純利益は４億67百万円（同4.5％増）となりました。なお、平成24年６月より連結対象となっ

た株式会社福祉の街の業績は、前第２四半期連結累計期間において４ケ月分（平成24年６月以降９月末まで）の

損益を取り込んでおります。 

   

当第２四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 

訪問系サービスでは、主に訪問看護サービスでの新規開設や新規顧客獲得に注力した結果、お客様数の増加に

つながりました。施設系サービスでは、前連結会計年度に開設した営業所で集客が進みました。また、主にグル

ープホームやデイサービスの既存営業所で従業員の稼働管理の徹底などにより利益向上につながりました。その

一方で介護サービス事業全体としては正社員雇用を促進したことなどにより人件費が増加しました。この結果、

売上高は152億４百万円（前年同期比10.9％増）、営業利益は６億83百万円（同7.2％減）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た結果、売

上高は６億円（同15.9％増）、営業利益は69百万円（同15.8％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

当第２四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11億60百万円（前期

末比8.6％）増加し、146億76百万円となりました。 

流動資産は、前期末より５億20百万円（同9.0％）増加し、63億16百万円となりました。これは主に現金及び

預金が１億69百万円、売掛金が３億１百万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６億34百万円（同8.3％）増加し、82億63百万円となりました。これは主に有形固定

資産が６億37百万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５百万円（同5.9％）増加し、95百万円となりました。 

流動負債は、前期末より、３億３百万円（同6.4％）減少し、44億52百万円となりました。これは主に１年内

償還予定の社債が３億40百万円減少したことによるものであります。 

固定負債は、前期末より11億33百万円（同27.0％）増加し、53億35百万円となりました。これは主に長期借入

金が５億77百万円、リース債務が５億71百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、前期末より３億30百万円（同7.3％）増加し、48億88百万円となりました。これは主に利益剰余金

が３億16百万円増加したことによるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第２四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25年５月14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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,765,205 1,935,169

売掛金 3,424,847 3,726,668

たな卸資産 88,171 93,054

その他 526,930 570,185

貸倒引当金 △8,810 △8,120

流動資産合計 5,796,344 6,316,957

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,652,167 1,642,586

リース資産（純額） 1,677,395 2,221,582

その他（純額） 494,669 597,137

有形固定資産合計 3,824,232 4,461,305

無形固定資産   

のれん 793,363 714,766

その他 373,054 361,957

無形固定資産合計 1,166,417 1,076,724

投資その他の資産   

差入保証金 1,857,370 1,933,603

その他 781,889 792,622

貸倒引当金 △1,214 △1,034

投資その他の資産合計 2,638,045 2,725,191

固定資産合計 7,628,695 8,263,221

繰延資産 90,671 95,997

資産合計 13,515,711 14,676,176

負債の部   

流動負債   

買掛金 329,405 333,948

1年内返済予定の長期借入金 677,724 947,934

1年内償還予定の社債 380,000 40,000

未払金 2,016,401 1,884,453

未払法人税等 387,654 362,665

賞与引当金 368,924 343,419

その他 595,502 539,585

流動負債合計 4,755,612 4,452,006

固定負債   

長期借入金 1,532,277 2,109,799

リース債務 1,739,798 2,310,889

退職給付引当金 617,894 665,252

資産除去債務 37,874 38,776

その他 274,798 211,144

固定負債合計 4,202,643 5,335,860

負債合計 8,958,255 9,787,867
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９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 2,552,896 2,869,341

株主資本合計 4,404,524 4,720,969

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,477 9,039

その他の包括利益累計額合計 6,477 9,039

新株予約権 35,532 45,857

少数株主持分 110,921 112,441

純資産合計 4,557,456 4,888,308

負債純資産合計 13,515,711 14,676,176
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 14,045,757 15,591,296

売上原価 11,978,567 13,430,943

売上総利益 2,067,189 2,160,352

販売費及び一般管理費 1,247,250 1,296,072

営業利益 819,939 864,280

営業外収益   

受取利息 3,037 3,264

受取配当金 3,320 1,276

受取保険金 6,255 5,373

受取家賃 6,127 6,205

補助金収入 29,127 13,455

助成金収入 14,778 12,882

その他 8,881 8,870

営業外収益合計 71,528 51,327

営業外費用   

支払利息 41,252 58,346

その他 13,392 13,930

営業外費用合計 54,645 72,277

経常利益 836,822 843,330

特別利益   

固定資産売却益 － 4,357

補助金収入 143,798 30,000

その他 134 －

特別利益合計 143,933 34,357

特別損失   

固定資産除却損 4,100 3,782

減損損失 4,958 －

固定資産圧縮損 143,053 30,000

和解金 26,700 －

投資有価証券評価損 － 2,825

特別損失合計 178,812 36,608

税金等調整前四半期純利益 801,943 841,079

法人税等 358,409 370,954

少数株主損益調整前四半期純利益 443,534 470,125

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,721 2,719

四半期純利益 447,255 467,405
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 443,534 470,125

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △241 2,562

その他の包括利益合計 △241 2,562

四半期包括利益 443,293 472,687

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 447,014 469,968

少数株主に係る四半期包括利益 △3,721 2,719
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

セントケア・ホールディング㈱（2374） 平成26年３月期第２四半期決算短信

7




