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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年3月期第3四半期 33,209 12.9 1,620 25.8 2,122 56.5 1,071 62.1
22年3月期第3四半期 29,417 8.9 1,287 △11.8 1,356 △3.5 661 △6.6

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

23年3月期第3四半期 71.86 ―

22年3月期第3四半期 51.59 ―

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

23年3月期第3四半期 32,641 5,858 17.9 387.57
22年3月期 26,581 3,836 14.4 299.33

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  5,858百万円 22年3月期  3,836百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

（注）２．当社は、平成21年10月１日を効力発生日として普通株式１株を２株に分割いたしました。なお、平成22年３月期第２四半期末の１株当たり配当金に
つきましては、株式分割を考慮しておりません。詳細は後記「（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧下さい。 

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

22年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00
23年3月期 ― 5.00 ―

23年3月期 
（予想）

5.00 10.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 42,838 8.6 1,656 4.5 2,243 18.9 1,129 21.8 74.76
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(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理および四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法な
どの変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  15,116,000株 22年3月期  12,816,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  502株 22年3月期  352株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  14,918,877株 22年3月期3Q  12,815,648株

※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の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、当社は平成22年４月21日付で公募による新株発行2,000,000株、平成22年５月18日付でオーバーアロットメントに係る第三者割当増資300,000株を
実施いたしました。 
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（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値 

 

当社は、平成 21 年８月５日開催の取締役会決議により、平成 21 年 10 月１日を効力発生日として普通株式１株を２

株に分割いたしました。当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した場合の平成 22 年３月期第２四半期末の１株当た

り配当金は下記の通りです。 

 

 

 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 

平成 22 年３月期 
円 銭 

－ 

円 銭

5.00

円 銭

－

円 銭 

5.00 

円 銭

10.00
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間における介護業界におきましては、平成24年の介護保険制度改正に向けて、「地域包括ケ

アの推進」を中心に議論が活発になっており、24時間地域巡回型訪問サービスや介護・看護の複合拠点の整備につ

いて検討がすすめられております。 

 このような状況のもと、当社は平成24年の介護保険制度改正の動きを注視し、制度改正に柔軟に対応できるよう

準備を進めております。また、幹部職研修および専門職研修をより強化し、社内教育の実施を通じて知識やスキル

の向上に積極的に取り組むことで、お客様へより良いサービスを提供できる体制の確立を図ってまいりました。 

 当社は主力事業である在宅介護事業に加えて、第二の収益基盤を作るため、有料老人ホーム事業、人材開発事業

を展開しております。また、適正な事業運営と日々の業務改善への取り組み等により、長期にわたる持続的な成長

を推進してまいりました。これによりまして当第３四半期累計期間末における当社の事業所数は、47都道府県501

ヵ所となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は33,209百万円（前年同期比12.9％増）、営業利益は1,620

百万円（同25.8％増）、経常利益は2,122百万円（同56.5％増）、出店中止に関わる合意書解約金や固定資産除却

損等で特別損失53百万円を計上したことから、四半期純利益は1,071百万円（同62.1％増）となりました。 

 なお、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成21年10月より「介護職員処遇改善交付金」および

「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金」の交付が各都道府県において始まりましたが、当第３四半期累計期間に

おける当該交付金および助成金の収入は694百万円であります。当該交付金および助成金は営業外収益に計上する

一方で介護職員に支払う人件費は売上原価に計上しております。当社は引続きキャリアパス制度の充実等により、

従業員の処遇改善に積極的に努めてまいります。 

  

＜セグメントの状況＞ 

①在宅介護事業 

在宅介護事業につきましては、デイサービスセンター28ヵ所の新設、既存ヘルパーステーション等６ヵ所の移

転統合（事業所数の減少）を行いました。また、営業活動を強化して利用者の確保に努め、これまで開設いたしま

したデイサービスセンターの利用率を引上げて収益改善に取り組みました。更には社内体制を見直し、地域に密着

してよりきめ細かくサービスを行うため、管轄するブロック圏の細分化を行いました。その結果、在宅介護事業の

売上高は24,850百万円、経常利益は2,616百万円となりました。 

②有料老人ホーム事業 

有料老人ホーム事業につきましては、新規入居者の確保が順調に推移したものの、平成22年５月と９月に新規

開設した施設の初期費用や不動産取得税等の費用計上があったことから、有料老人ホーム事業の売上高は4,293百

万円、経常損失は322百万円となりました。今後も引続き営業活動を強化して入居者の確保に努め、これまでに開

設した有料老人ホームの入居率引き上げに注力し、収益改善に取り組んでまいります。 

③人材開発事業 

 人材開発事業につきましては、雇用環境の悪化から派遣売上が落ち込み、人材開発事業の売上高は4,065百万

円、経常損失は171百万円となりましたが、有料職業紹介事業へのシフトを加速させるとともに、政府等が実施す

る「長期失業者支援事業」等の受託に積極的に取り組んでおります。 

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報  

①資産、負債および純資産の状況  

  当第３四半期会計期間末における総資産については、前事業年度末に比べ総資産が6,060百万円増加し32,641百

万円となりました。主な増減要因は現金及び預金の増加1,023百万円、新規出店によるリース資産の増加3,818百万

円、売掛金の増加767百万円および建物の増加720百万円等に対し、長期貸付金（建設協力金）の減少402百万円等

の結果であります。 

  負債は前事業年度末に比べ4,038百万円増加し26,783百万円となりました。主な増減要因は、長期借入金の増加

916百万円、新規出店によるリース債務の増加3,424百万円等に対し、短期借入金の減少985百万円等の結果であり

ます。 

  純資産は前事業年度末に比べ2,022百万円増加し5,858百万円となりました。主な増減要因は新株発行および第三

者割当増資による資本金等の増加1,089百万円、四半期純利益による増加1,071百万円に対し、配当金等の支払によ

る減少139百万円等の結果であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は2,094百万円と、前事

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

- 2 -



業年度末に比べ688百万円の増加となりました。 

 当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次の通りであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,530百万円(前年同期比1,217百万円の収入増）

となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上2,069百万円、減価償却費の計上612百万円等に対し、売上

債権の増加額767百万円、法人税等の支払額1,096百万円等の結果であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は1,375百万円(前年同期比５百万円の支出減）とな

りました。これは主に、有形固定資産の取得による支出676百万円、貸付け（建設協力金）による支出551百万円等

によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は533百万円(前年同期比722百万円の収入減）とな

りました。これは主に、長期借入れによる収入1,810百万円、株式の発行による収入1,079百万円に対し、短期借入

金の純減少額985百万円、長期借入金の返済による支出804百万円等によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におきましては、デイサービスセンターの運営強化により、売上、営業利益、経常利益、

四半期純利益につきまして、概ね順調に推移しております。 

 第４四半期会計期間も、当初計画通り推移するものと見込んでおりますが、通期の業績予想につきましては、１

月以降の記録的な大雪の影響など先行き不透明な要素も存在しており、平成22年5月12日に公表いたしました業績

予想を変更しておりません。 

  

  

  

  

  

（１）簡便な会計処理および特有の会計処理の概要 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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しております。   

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

  「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

  第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）お

よび「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用

しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益および経常利益は587千円、税引前四半期純利益は6,019千円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は9,173千円であります。 

  

②借地権の償却方法 

 従来、借地権は償却を行わず取得原価で資産計上しておりましたが、第１四半期会計期間より賃借契約期間で均

等償却する方法に変更しました。この変更は期間損益の適正化および財務内容の健全化を図るため、賃借契約期間

に亘って合理的に費用配分したことによります。これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益および

税引前四半期純利益はそれぞれ771千円減少しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象などの概要 

 該当事項はありません。 

  

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,534,825 2,510,863

売掛金 4,640,067 3,873,036

貯蔵品 37,253 33,212

前払費用 553,628 504,658

繰延税金資産 322,671 322,671

短期貸付金 198,900 214,160

未収入金 1,366,656 1,214,878

その他 112,346 87,202

貸倒引当金 △42,000 △31,000

流動資産合計 10,724,350 8,729,684

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,196,168 475,776

構築物（純額） 23,873 22,898

車両運搬具（純額） 77 123

工具、器具及び備品（純額） 69,573 64,226

土地 729,196 729,196

リース資産（純額） 13,284,604 9,466,172

建設仮勘定 315 177,410

有形固定資産合計 15,303,809 10,935,803

無形固定資産   

借地権 22,368 23,140

ソフトウエア 391,849 482,122

その他 10,501 9,772

無形固定資産合計 424,720 515,035

投資その他の資産   

投資有価証券 263 －

長期貸付金 2,630,958 3,033,859

従業員に対する長期貸付金 89,804 97,216

破産更生債権等 315 －

長期前払費用 1,059,311 1,025,005

長期前払消費税等 609,107 460,822

繰延税金資産 108,387 108,381

敷金及び保証金 1,678,406 1,667,700

その他 12,741 7,533

貸倒引当金 △315 －

投資その他の資産合計 6,188,981 6,400,519

固定資産合計 21,917,511 17,851,358

資産合計 32,641,861 26,581,042
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,190 3,415

短期借入金 600,000 1,585,000

1年内返済予定の長期借入金 1,248,264 1,158,244

1年内償還予定の社債 300,000 100,000

リース債務 466,742 324,026

未払金 2,959,815 2,601,232

未払費用 306,482 160,499

未払法人税等 520,892 659,446

前受金 519,678 573,072

預り金 578,084 289,926

賞与引当金 189,698 414,654

資産除去債務 64 －

流動負債合計 7,694,913 7,869,518

固定負債   

社債 900,000 1,150,000

長期借入金 4,674,664 3,757,710

長期前受金 1,096,302 1,041,058

長期預り保証金 422,710 268,893

退職給付引当金 330,060 283,378

資産除去債務 9,109 －

リース債務 11,655,852 8,374,358

固定負債合計 19,088,699 14,875,397

負債合計 26,783,613 22,744,916

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,359,552 814,625

資本剰余金 1,378,752 833,825

利益剰余金 3,120,149 2,187,806

自己株式 △197 △130

株主資本合計 5,858,257 3,836,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 －

評価・換算差額等合計 △9 －

純資産合計 5,858,248 3,836,125

負債純資産合計 32,641,861 26,581,042
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 29,417,170 33,209,388

売上原価 26,072,969 29,268,333

売上総利益 3,344,201 3,941,054

販売費及び一般管理費 2,056,859 2,321,046

営業利益 1,287,342 1,620,008

営業外収益   

受取利息 58,413 38,205

助成金収入 230,619 746,301

その他 15,013 21,093

営業外収益合計 304,046 805,600

営業外費用   

支払利息 210,957 267,703

株式交付費 － 10,693

社債利息 11,845 10,275

その他 12,434 14,265

営業外費用合計 235,237 302,937

経常利益 1,356,150 2,122,670

特別損失   

固定資産除却損 2,054 16,684

合意書解約金 － 31,074

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,359

特別損失合計 2,054 53,118

税引前四半期純利益 1,354,096 2,069,552

法人税等 692,876 997,553

四半期純利益 661,220 1,071,999
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,354,096 2,069,552

減価償却費 404,800 612,221

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,000 11,315

賞与引当金の増減額（△は減少） △202,530 △224,956

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50,724 46,682

受取利息及び受取配当金 △58,413 △38,207

支払利息 210,957 267,703

社債利息 11,845 10,275

シンジケートローン手数料 1,666 1,333

有形固定資産除却損 2,054 11,139

無形固定資産除却損 － 5,544

売上債権の増減額（△は増加） 41,426 △767,345

未収入金の増減額（△は増加） △666,485 △151,777

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,721 △4,041

その他の流動資産の増減額（△は増加） △78,214 △72,645

仕入債務の増減額（△は減少） △779 1,774

未払金の増減額（△は減少） 149,634 377,037

長期前受金の増減額（△は減少） △204,283 55,244

長期預り保証金の増減額（△は減少） 99,609 153,817

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,359

その他の流動負債の増減額（△は減少） 297,626 498,146

その他 5,208 △12,534

小計 1,430,664 2,855,638

利息及び配当金の受取額 58,343 38,215

利息の支払額 △222,265 △266,506

法人税等の支払額 △953,844 △1,096,734

営業活動によるキャッシュ・フロー 312,897 1,530,613

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預金の担保差入れによる支出 △245,953 △335,486

有形固定資産の取得による支出 △214,769 △676,790

無形固定資産の取得による支出 △330,518 △21,723

敷金及び保証金の差入による支出 △180,561 △48,570

敷金及び保証金の回収による収入 32,488 36,115

貸付けによる支出 △630,954 △551,000

貸付金の回収による収入 191,194 224,229

その他 △2,227 △2,251

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,381,302 △1,375,478
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,020,000 △985,000

長期借入れによる収入 2,360,000 1,810,000

長期借入金の返済による支出 △726,942 △804,359

社債の償還による支出 △1,050,000 △50,000

株式の発行による収入 － 1,079,161

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △218,812 △377,246

配当金の支払額 △128,161 △139,148

自己株式の取得による支出 － △66

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,256,082 533,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 187,677 688,474

現金及び現金同等物の期首残高 1,462,810 1,405,719

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,650,488 2,094,194
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  該当事項はありません。  

  

   

  

１.報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社の以下の事業は本社にサービス別の事業本部を置き、各サービスについての包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。 

 「在宅介護事業」は通所介護（デイサービス）、訪問介護、訪問入浴介護など、主に介護保険法等に規定する介護

サービスを行っております。 

 また、「有料老人ホーム事業」は介護保険法等に定められた介護付有料老人ホーム事業を行っております。 

 「人材開発事業」は主に労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業と職業安定法に基づく有料職業紹介事業および

政府等が実施する長期失業者支援事業等の委託事業を行っております。 

  

２.報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報  

  当第３四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）          （単位：千円）    

  

３．報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額および当該差額の主な内容

 （差異調整に関する事項）                               （単位：千円） 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失また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。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

  該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント

合計 
在宅介護事業

有料老人
ホーム事業 

人材開発事業

売上高         

外部顧客への売上高  24,850,334  4,293,552  4,065,502  33,209,388

セグメント間の内部売上高または

振替高 
 －  －  －  －

計  24,850,334  4,293,552  4,065,502  33,209,388

セグメント利益または損失（△） 

(経常利益または経常損失（△）)  
 2,616,563  △322,136  △171,756  2,122,670

その他の項目 

減価償却費 

受取利息 

助成金収入  

支払利息  

439,429

9,793

682,233

157,082

158,757

28,341

60,712

106,804

 

 

 

 

 

14,034

70

3,355

3,816

612,221

38,205

746,301

267,703

利益 金額   

報告セグメント計  2,122,670

四半期損益計算書の経常利益  2,122,670
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（追加情報） 

 第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

  

   

  

 当社は、平成22年４月21日付で、公募による新株発行について払込みを受け、平成22年５月18日付で野村證券株

式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、第１四半期会計期間において、資本金が544,927千

円、資本剰余金が544,927千円増加し、当第３四半期会計期間末において資本金が1,359,552千円、資本剰余金が

1,378,752千円となっております。  

  

  

  

（６）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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  販売実績 

  当第３四半期累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。 

  （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．在宅介護事業のその他には、ショートステイ売上、福祉用具販売売上、緊急通報システム売上が含まれてお

ります。 

３. 人材開発事業には、人材派遣売上、職業紹介売上、求人サイト売上、委託事業売上が含まれております。  

  

  

  

４．補足情報

セグメントの名称      売上高（千円） 構成比（％）

在宅介護事業            

通所介護（デイサービス）  14,633,000  44.1

訪問介護  5,160,842  15.6

訪問入浴介護  2,148,846  6.5

グループホーム  1,842,463  5.5

居宅介護支援（ケアプラン作成）  897,485  2.7

小規模多機能  41,860  0.1

その他  125,836  0.4

小計  24,850,334  74.9

有料老人ホーム事業  4,293,552  12.9

人材開発事業  4,065,502  12.2

合計  33,209,388  100.0
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