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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第19期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第20期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第19期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 5,181,5455,166,85920,548,196

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△567,731 140,584△1,117,825

四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△577,923 115,225△1,654,460

純資産額（千円） 1,735,491925,911 753,891

総資産額（千円） 13,070,27511,367,16411,404,477

１株当たり純資産額（円） 207.54 108.77 88.60

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）

（円）

△69.96 13.95 △200.28

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） 13.1 7.9 6.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△117,688 127,531△260,863

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△185,933△91,937 58,422

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
354,047△219,253△152,945

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 1,329,916740,446 924,105

従業員数（人） 2,467 2,068 2,079

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。　

３．第19期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株

当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

　　　また、第20期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

 

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 2,068 [4,580]

　（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者は除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第１四半期連結会計

期間の平均人員を[　　]外数で記載しております。

　　　　　

　

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 69 [22]

　（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者は除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数

（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第１四半期会計期間の平均人員を［　 ］外数で記載

しております。
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第２【事業の状況】

１【生産・受注及び販売の状況】

（１） 商品仕入実績

当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

ホームケア事業（千円） 258,207

 合計（千円） 258,207

（注）１．金額は仕入価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２） 販売実績

当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

ホームケア事業（千円） 5,166,859

 合計（千円） 5,166,859

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．販売実績に係る事業の種類別セグメントごとの金額は、外部顧客に対する金額であります。

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更

があった事項は、次のとおりであります。

(1)前連結会計年度に「継続企業の前提に関する重要事象等」が存在しておりましたが、当第１四半期連結会計期間

において、前第4四半期連結会計期間に引き続き営業利益、経常利益の黒字化を達成したことにより、当第１四半期連

結会計期間において、「継続企業の前提に関する重要事象等」は存在しないものとして当該事項の記載をしておりま

せん。また、当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。　

(1) 経営成績の分析　

当第１四半期連結会計期間においては、景気は厳しい状況にあるものの持ち直しの動きが見られるようになり

ました。企業収益は大幅に減少しつつも在庫調整が一巡し、一部には持ち直しの動きが見られ、個人消費も全体と

しては弱めの動きながら持ち直しの動きが見られています。しかしながら雇用情勢は急速に悪化し、依然厳しい状

況にあり有効求人倍率は低下を続けている状況です。

介護サービス業界においては、介護従事者の処遇改善を主目的とする介護報酬改定（改定率3.0%）が平成21年

４月から施行され、さらに平成21年10月には経済危機対策における成長戦略の一環として、介護基盤の緊急整備を

目的とする基金の創設や介護分野における雇用創出、処遇改善、人材養成等を目的とする介護職員処遇改善交付金

の創設等が予定されています。このような中、これまで高い水準が続いていた社会福祉専門職の有効求人倍率は平

成21年６月には0.95となり（有効求人数が減少し、有効求職数が増加）、他産業における雇用情勢の悪化の影響を

受け、人材確保の環境が変化してきている状況にあります。

このような状況のもと、当社グループ（当社および連結子会社）においては、利用者数は横ばいながらも平成21

年４月からの介護報酬改定が好影響を及ぼしたため売上高は計画を上回り、また前連結会計年度に講じた経営改

善策の効果が持続しており、従業員への賃上げを実施したものの、前年同期および前第４四半期連結会計期間に比

して原価率は大幅に低減しております。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間は、売上高5,166百万円、営業利益179百万円、経常利益140百万円、四半期

純利益115百万円となり、前第４四半期連結会計期間に引き続き営業利益、経常利益が黒字となりました。

これらの経営改善効果および介護報酬改定効果は当連結会計年度通期にわたり好影響を及ぼすものであり、当

連結会計年度は通期で営業利益、経常利益、当期純利益の黒字化を見込んでおります。

　

(2) 財政状態の分析　

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ37百万円減少し、11,367百万円とな

りました。これらは、主に現金及び預金185百万円減少するものの、受取手形及び売掛金73百万円等の増加によるも

のです。

負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ209百万円減少し、10,441百万円となりました。これらは、主

に短期借入金104百万円減少、長期借入金92百万円等の減少によるものです。

純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ172百万円増加し、925百万円となりました。これらは、主に

利益剰余金115百万円増加とその他有価証券評価差額金51百万円等の増加によるものです。

　

(3) キャッシュ・フローの状況　

当第１四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローが127百万円

の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが91百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが219百万円

の支出となりました。この結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ183百万円減

少し、740百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益141百万円を計上し、売上債権55百万円の増

加、未収入金23百万円、未払金14百万円、たな卸資産4百万円の減少等により、127百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは91百万円の支出となりました。これらの主な要因は無形固定資産の取得

による支出44百万円、長期前払費用の取得による支出92百万円、事業譲渡による収入20百万円、敷金及び保証金の

回収17百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは219百万円の支出となりました。これらの主な要因は短期借入金の減少

104百万円、長期借入金の返済による支出115百万円等によるものであります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はないものの、継続的な

課題は次のとおりであります。

①事業部門においては、前連結会計年度に注力した原価率の低減効果が現われ、さらに平成21年4月からの介護報

酬改定の効果もあり営業黒字化を達成することができました。現在はその運営体制を維持し、安定した利益を継

続的に確保することが課題となっております。また、事業会社ごとに異なっているサービス提供プロセス等を標

準化し、会社に関わりなく質の高いサービスを提供できる体制の構築に着手いたしておりますが、今後一層この

取り組みを加速していきます。

②管理部門においては、事業会社の人事制度、経理業務、介護保険事務等が異なるため、業務の標準化、人事制度の

統一を進めるとともに、平成21年4月に実施した組織機構改革および情報システムの刷新等により、着実に効率

化を図ることが課題となっております。これらの実行によりグループ内の人材交流が容易となり、適材適所の人

材配置を適時適切に実施する環境が整うものと考えております。

　

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する方針を定めておりません。

 

(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見直し

業績は回復してまいりましたが、今後安定的に成長していくためには、介護サービスの担い手である介護人材の

質的量的な確保が不可欠となります。しかしながら、介護労働市場は他産業の景気動向に左右されやすいという特

徴があるため、他産業との競争においても魅力ある処遇の実現と人材教育への投資が必要になると考えておりま

す。

　このことは人件費の上昇要因とはなりますが、一方では人材の定着はサービスの質の向上や生産性の向上に寄与

すると捉えており、当社グループにおいては、優秀な人材を獲得するとともに人材の定着を一層促進するため、平

成21年10月に実施される「介護職員処遇改善交付金」を活かし、人事制度や報酬制度を見直す検討を行っており

ます。

したがって、短期的には現在進めている経営改善策を着実に実行し、利益体質への転換を確実なものとするとと

もに、管理コストのさらなる低減に努め、売上変動に強い体質づくりを進めてまいります。中長期的には質の高い

サービスや中・重度者へのサービスが介護報酬上高く評価される傾向がさらに強まると想定されることから、こ

れらに適応できるようにサービスの標準化と人材確保・育成に積極的に取り組んでまいります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

  当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

  

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 33,000,000

計 33,000,000

　　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 8,262,000 8,262,000ジャスダック証券取引所
単元株式数

1,000株

計 8,262,000 8,262,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

　　　された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　

（平成16年６月29日定時株主総会の決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 16

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． 16,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり  368

新株予約権の行使期間
自平成16年８月1日

至平成21年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資

本組入額（円）

発行価格 368

資本組入額 184

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項

(1) 対象者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要します。ただし、対象者が当

社定款第30条の規定に基づき当社監査役に選任され、または子会社の取締役、監査役、従業員に採用され

た場合および会社都合による退職の場合、当該対象者は、自己に付与された新株予約権を行使すること

ができるものとします。

(2）対象者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、対象者が業務上の災害

等で死亡した場合は、対象者の相続人が付与された新株予約権を行使することができるものとします。

(3）新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません。なお、その他の細目については、当社と対象取締役

および従業員との間で締結する「新株発行請求権付与契約」に定めるところによります。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年４月１日～　

平成21年６月30日
－ 8,262,000 － 3,030,859 － 683,343

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができませ　

ので、直前の基準日である平成21年３月31日現在で記載をしております。　

 平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　    1,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  8,258,000 8,258 －

単元未満株式 普通株式      3,000 － －

発行済株式総数 8,262,000 － －

総株主の議決権 － 8,258 －

 

 

②【自己株式等】

 平成21年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ジャパンケア

サービスグループ

東京都豊島区北

大塚一丁目13番

15号

1,000 － 1,000 0.01

計 － 1,000 － 1,000 0.01

EDINET提出書類

株式会社ジャパンケアサービスグループ(E03297)

四半期報告書

 9/24



２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 116 170 215

最低（円） 104 106 160

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、また、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、清新監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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 ※1
 801,080

※1
 986,581

受取手形及び売掛金 3,437,793 3,363,884

商品及び製品 3,347 3,235

原材料及び貯蔵品 107,002 111,869

その他 409,419 381,887

貸倒引当金 △2,179 △7,264

流動資産合計 4,756,464 4,840,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※2, ※3
 1,750,637

※1, ※2, ※3
 1,804,528

土地 ※1
 1,160,375

※1
 1,160,375

その他（純額） ※1, ※3
 52,097

※1, ※3
 45,263

有形固定資産合計 2,963,110 3,010,167

無形固定資産

のれん 1,550,875 1,575,387

その他 139,147 101,857

無形固定資産合計 1,690,022 1,677,244

投資その他の資産

投資その他の資産 ※1
 1,960,030

※1
 1,879,366

貸倒引当金 △2,464 △2,494

投資その他の資産合計 1,957,566 1,876,872

固定資産合計 6,610,699 6,564,284

資産合計 11,367,164 11,404,477

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 184,389 178,178

短期借入金 6,580,000 6,684,000

未払法人税等 24,655 74,874

その他 ※1
 1,666,378

※1
 1,653,310

流動負債合計 8,455,423 8,590,363

固定負債

長期借入金 ※1
 1,219,812

※1
 1,312,599

退職給付引当金 174,995 172,025

負ののれん 11,297 11,451

その他 ※1
 579,724

※1
 564,147

固定負債合計 1,985,829 2,060,222

負債合計 10,441,253 10,650,586
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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 3,030,859 3,030,859

資本剰余金 683,343 683,343

利益剰余金 △2,825,916 △2,941,142

自己株式 △438 △438

株主資本合計 887,847 772,621

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,645 △40,747

評価・換算差額等合計 10,645 △40,747

少数株主持分 27,418 22,017

純資産合計 925,911 753,891

負債純資産合計 11,367,164 11,404,477
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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 5,181,545 5,166,859

売上原価 5,040,721 4,361,095

売上総利益 140,824 805,764

販売費及び一般管理費 ※1
 684,598

※1
 626,354

営業利益又は営業損失（△） △543,774 179,410

営業外収益

受取利息 5,127 4,789

受取配当金 4,955 4,635

その他 21,522 8,233

営業外収益合計 31,605 17,658

営業外費用

支払利息 50,262 48,687

その他 5,299 7,796

営業外費用合計 55,561 56,484

経常利益又は経常損失（△） △567,731 140,584

特別利益

前期損益修正益 － 10,807

事業譲渡益 － 15,023

その他 7,415 15,163

特別利益合計 7,415 40,994

特別損失

減損損失 － 23,231

固定資産除却損 － 8,953

その他 125 8,244

特別損失合計 125 40,430

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△560,441 141,148

法人税、住民税及び事業税 18,189 20,521

法人税等合計 18,189 20,521

少数株主利益又は少数株主損失（△） △707 5,400

四半期純利益又は四半期純損失（△） △577,923 115,225
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△560,441 141,148

減価償却費 66,733 65,917

のれん償却額 33,320 24,357

負ののれん償却額 △154 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △80 2,970

貸倒引当金の増減額（△は減少） △447 △5,115

受取利息及び受取配当金 △10,082 △9,424

支払利息 50,262 48,687

固定資産除却損 － 8,953

減損損失 － 23,231

事業譲渡損益（△は益） － △15,023

売上債権の増減額（△は増加） 87,469 △55,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,162 4,754

未収入金の増減額（△は増加） 243,999 23,875

その他債権の増減額（△は増加） 5,495 －

仕入債務の増減額（△は減少） △79,355 6,210

未払金の増減額（△は減少） △81,112 △14,807

その他債務の増減額（△減少） 87,594 －

その他 － △16,474

小計 △138,637 234,217

利息及び配当金の受取額 24,536 23,112

利息の支払額 △64,027 △65,275

補助金の受取額 119,714 －

法人税等の支払額 △59,273 △64,523

営業活動によるキャッシュ・フロー △117,688 127,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の増減額（△は減少） △88,485 1,841

有形固定資産の取得による支出 △21,679 △896

無形固定資産の取得による支出 － △44,060

貸付金の回収による収入 387 155

事業譲渡による収入 － 20,155

敷金及び保証金の差入による支出 △12,718 △1,970

敷金及び保証金の回収による収入 4,672 17,266

長期前払費用の取得による支出 － △92,036

新規連結子会社の取得による支出 △86,405 －

その他 18,294 7,607

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,933 △91,937
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（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)

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） 496,000 △104,000

長期借入金の返済による支出 △116,546 △115,244

配当金の支払額 △25,406 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 354,047 △219,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,425 △183,659

現金及び現金同等物の期首残高 1,279,491 924,105

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,329,916

※1
 740,446
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【表示方法の変更】

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

（四半期連結貸借対照表関係）　

　前第１四半期連結会計期間において、有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「建物及び構築物」、

「土地」は、資産総額の100分の10を超えたため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしまし

た。　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第１四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりま

した「長期前払費用の取得による支出」は重要性が増加したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記すること

としました。

　

　

【簡便な会計処理】

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

１．固定資産の減価償却費の算定方法 　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。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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
（平成21年３月31日）

※１.担保資産

　　（1）担保に供している資産　　

預金 60,588千円

建物及び構築物 1,242,109千円

土地 1,124,628千円

投資その他の資産 310,147千円

計 2,737,473千円

※１.担保資産

　　（1）担保に供している資産　

預金 62,476千円

建物及び構築物 1,258,113千円

土地 1,124,628千円

投資その他の資産 310,147千円

計 2,755,366千円

　　（2）担保資産に対する債務　　　

その他（流動負債） 170,271千円

長期借入金 871,987千円

その他（固定負債） 310,147千円

計 1,352,405千円

　　（2）担保資産に対する債務　　

その他（流動負債） 187,728千円

長期借入金 930,527千円

その他（固定負債） 310,147千円

計 1,428,402千円

※２.圧縮記帳 

　過年度において国庫等補助金の受入により取得した建物

　等について、97,610千円の圧縮記帳をしております。

※２.圧縮記帳 

　過年度において国庫等補助金の受入により取得した建物

  について、97,610千円の圧縮記帳をしております。

※３.有形固定資産の減価償却累計額

1,079,218千円

※３.有形固定資産の減価償却累計額 

1,061,423千円
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（四半期連結損益計算書関係）

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）

※１.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給与手当 189,146千円

退職給付費用 1,502千円　

※１.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給与手当 149,855千円

退職給付費用 3,634千円　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,382,383

預金期間が３ヶ月を超える定期預

金及び拘束性預金
△52,467

現金及び現金同等物 1,329,916

 

 （千円）

現金及び預金勘定 801,080

預金期間が３ヶ月を超える定期預

金及び拘束性預金
△60,634

現金及び現金同等物 740,446
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第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）

　１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 8,262千株

　２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,432株

　３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　４．配当に関する事項

 該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　　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）

 
ホームケア事

業
（千円）

その他の
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 4,996,588184,9565,181,545 －　 5,181,545

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－　 84,479 84,479 △84,479 －　

計 4,996,588269,4365,266,025△84,4795,181,545

営業利益（又は営業損失△） △515,73575,673△440,061 △103,712△543,774

（注）１．事業区分は、事業の種類、性質類似性を考慮して区分しております。

　　　２．各区分に属する主要な業務・商品

事　業　区　分 主　要　な　業　務・商　品

ホームケア事業

訪問介護訪問看護サービス等による人的役務提供による収

入、福祉用具の販売、大人用紙オムツの販売、レンタルサービ

ス、高齢者向住宅リフォーム、ケア付住宅家賃、有料老人ホー

ム収入等、夜間対応型訪問介護事業に関するシステム機器の

販売、夜間対応型訪問介護事業に関するシステム機器の使用

権収入

その他の事業

ソフトウエア販売、高齢者向住宅以外の建設工事、人材派遣事

業、ＦＣ事業、教育事業、飲食業等、商標等を含む知的財産使用

権収入、知的財産継続使用料

　

　　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）

　ホームケア事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

　　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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社およ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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。　　

 

【海外売上高】

　　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。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

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
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 108.77円 １株当たり純資産額 88.60円

２．１株当たり四半期純利益金額

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）

１株当たり四半期純利益金額 △69.96円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 13.95円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

（注）１株当たり四半期純利益金額（△は純損失）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（△は純損失）（千円） △577,923 115,225

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（△は純損失）

（千円）
△577,923 115,225

期中平均株式数（千株） 8,261 8,260

（重要な後発事象）

　　 該当事項はありません。　

　

２【その他】

該当事項はありません。  　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月12日

株式会社ジャパンケアサービスグループ

取締役会　御中

清 新 監 査 法 人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 石渡　信行　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 西村　　寛　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパンケ

アサービスグループの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結累計期間（平成20年4月1

日から平成20年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任者は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジャパンケアサービスグループ及び連結子会社の平成20年6月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

重要な後発事象に以下の事項が記載されている。

（１）会社分割による持株会社体制への移行および子会社設立について

（２）連結子会社の合併について

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月12日

株式会社ジャパンケアサービスグループ

取締役会　御中

清 新 監 査 法 人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 石渡　信行　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 西村　　寛　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパンケ

アサービスグループの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成21年4月1

日から平成21年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任者は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビーにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジャパンケアサービスグループ及び連結子会社の平成21年6月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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