
   

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

   

   

（２）連結財政状態 

   

２．配当の状況 

   

   

 

   

 

   平成25年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成24年８月８日

上場会社名  セントケア・ホールディング株式会社   上場取引所  大

コード番号  2374 ＵＲＬ   http://www.saint-care.com/

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  森 猛

問合せ先責任者 （役職名）  常務取締役管理本部長 （氏名）  関根 竜哉 ＴＥＬ   03-3538-2943

四半期報告書提出予定日  平成24年８月14日     

配当支払開始予定日  －       

四半期決算補足説明資料作成の有無：  有       

四半期決算説明会開催の有無      ：  有    （アナリスト及び機関投資家向け）

  （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 ％ 

25年３月期第１四半期  6,832  12.9  390  43.6  407  50.6  216  73.9

24年３月期第１四半期  6,048  12.5  271  17.0  270  18.5  124  10.1

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 214百万円（ ％） 75.1   24年３月期第１四半期 122百万円 （ ％） 10.7

  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 

25年３月期第１四半期  3,013.68  2,994.60

24年３月期第１四半期  1,732.94  1,724.92

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  12,388  4,030  31.4

24年３月期  11,320  3,909  33.7

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 3,886百万円   24年３月期 3,814百万円 

  
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

24年３月期 － 0.00 －  2,000.00 2,000.00

25年３月期 －      

25年３月期（予想）   0.00 －  2,100.00 2,100.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

平成25年３月期の１株当たり配当予想金額については、平成24年10月１日を予定日とする株式分割を考慮しない額

を記載しております。詳細は、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  13,949  12.5  768  17.7  756  15.9  431  6.8  6,003.62

通期  28,775  13.7  1,620  15.2  1,600  11.4  900  5.2  12,527.40

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

平成25年３月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、平成24年10月１日を予定日とする株式

分割を考慮しない額を記載しております。詳細は、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご

覧ください。



   

※  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        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「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」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの

変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 71,886株 24年３月期 71,886株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ －株 24年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 71,886株 24年３月期１Ｑ 71,886株

 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。

１．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）連結業績予想に

関する定性的情報」をご覧ください。 

 

２．株式分割後の配当予想及び業績予想について 

当社は、平成24年５月14日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の採用について決議し、平成24年10

月１日を効力発生日として、普通株式１株を100株へ分割し、単元株式数を100株とすることとしております。これに

伴い、平成25年３月期の配当予想及び業績予想は以下のとおりとなります。 

（１） 平成25年３月期の配当予想 

１株当たり配当 

期 末 21円00銭 

 

（２）平成25年３月期の連結業績予想 

１株当たり当期純利益 

第２四半期（累計） 60円04銭  

通       期 125円27銭 

 （注）当該株式分割が期首に行われたと仮定して算定しております。
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(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、海外経済が引き続き停滞しているものの、国内の設備投資

や個人消費は緩やかに増加を続け、住宅投資や輸出にも持ち直しの動きが見られることから、緩やかに回復しつ

つあります。 

介護サービス業界では、引き続き高齢化が進むなか、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、平成24年４月１日に介護保険制度の改正により介護報酬見直し等が

行われたことに対応し、サービス体制の見直しを行ってまいりました。また、人材採用を引き続き強化すると同

時に、新規に開設した営業所の集客に注力してまいりました。さらに、平成24年５月31日付で株式会社福祉の街

を連結子会社とすることにより営業拠点網を拡大いたしました。なお、株式会社福祉の街の業績は平成24年６月

から連結決算の対象としております。 

この結果、売上高は68億32百万円（前年同期比12.9％増）、営業利益は３億90百万円（同43.6％増）、経常利

益は４億７百万円（同50.6％増）、及び四半期純利益は２億16百万円（同73.9％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、訪問系サービスにおいて、訪問介護サービスや訪問看護サービス、訪問入浴サービス

の人材採用を強化し新規顧客獲得に注力したことにより、お客様数の増加につながりました。また、施設系サー

ビスにおいては、前連結会計年度に開設した小規模多機能型居宅介護サービスなどの集客が進みました。さら

に、株式会社福祉の街の収益を加えた結果、売上高は66億62百万円（前年同期比12.8％増）となりました。 

また、訪問介護サービスなどの売上増に伴う原価の増加を抑制したことにより、営業利益は３億38百万円（同

45.1％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た結果、売

上高は２億62百万円（同16.3％増）、営業利益は36百万円（同18.5％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10億68百万円（前期

末比9.4％）増加し、123億88百万円となりました。 

流動資産は、前期末より７億18百万円（同14.2％）増加し、57億58百万円となりました。これは主に売掛金が

３億99百万円、現金及び預金が２億42百万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３億42百万円（同5.5％）増加し、65億60百万円となりました。これは主に無形固定資

産が１億35百万円、差入保証金が１億43百万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７百万円（同12.8％）増加し、69百万円となりました。 

流動負債は、前期末より７億32百万円（同18.7％）増加し、46億48百万円となりました。これは主に未払法人

税等が１億84百万円減少した一方で、固定負債からの振替等に伴い１年内償還予定の社債が２億85百万円、未払

金が４億３百万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２億14百万円（同6.1％）増加し、37億９百万円となりました。これは主に流動負債へ

の振替に伴い社債が３億円減少した一方で、長期借入金が４億34百万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１億21百万円（同3.1％）増加し、40億30百万円となりました。これは主に利益剰余金が

72百万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24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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 （１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更）  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

     

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,576,480 1,818,895

売掛金 2,953,518 3,353,207

たな卸資産 77,242 76,618

その他 437,948 517,071

貸倒引当金 △4,640 △7,088

流動資産合計 5,040,549 5,758,704

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,272,268 1,354,223

その他（純額） 1,500,729 1,459,830

有形固定資産 2,772,997 2,814,054

無形固定資産   

のれん 785,848 917,500

その他 351,194 354,821

無形固定資産合計 1,137,042 1,272,322

投資その他の資産   

差入保証金 1,597,466 1,741,243

その他 712,063 734,021

貸倒引当金 △1,364 △1,364

投資その他の資産合計 2,308,165 2,473,900

固定資産合計 6,218,205 6,560,276

繰延資産 61,452 69,341

資産合計 11,320,207 12,388,322

負債の部   

流動負債   

買掛金 278,161 336,644

1年内返済予定の長期借入金 513,618 644,204

1年内償還予定の社債 220,000 505,000

未払金 1,703,037 2,106,659

未払法人税等 338,408 153,968

賞与引当金 165,993 143,723

その他 697,155 758,262

流動負債合計 3,916,375 4,648,461

固定負債   

社債 380,000 80,000

長期借入金 1,288,697 1,722,957

退職給付引当金 480,600 534,118

資産除去債務 22,204 30,354

その他 1,323,113 1,341,611

固定負債合計 3,494,615 3,709,041

負債合計 7,410,990 8,357,503
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 1,966,060 2,038,929

株主資本合計 3,817,688 3,890,557

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,343 △3,900

その他の包括利益累計額合計 △3,343 △3,900

新株予約権 25,177 25,177

少数株主持分 69,694 118,984

純資産合計 3,909,216 4,030,818

負債純資産合計 11,320,207 12,388,322
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,048,869 6,832,160

売上原価 5,209,492 5,839,644

売上総利益 839,377 992,516

販売費及び一般管理費 567,467 602,174

営業利益 271,909 390,342

営業外収益   

受取利息 1,889 1,540

受取配当金 3,165 3,320

受取保険金 784 1,795

受取家賃 3,398 2,642

補助金収入 617 19,190

その他 9,050 15,792

営業外収益合計 18,906 44,280

営業外費用   

支払利息 17,100 20,213

リース解約損 1,258 1,178

その他 1,951 5,907

営業外費用合計 20,311 27,300

経常利益 270,505 407,322

特別利益   

補助金収入 － 137,136

特別利益合計 － 137,136

特別損失   

固定資産除却損 508 124

固定資産圧縮損 － 136,602

減損損失 － 4,958

災害による損失 12,210 －

特別損失合計 12,718 141,684

税金等調整前四半期純利益 257,786 402,774

法人税等 133,233 188,055

少数株主損益調整前四半期純利益 124,553 214,719

少数株主損失（△） △20 △1,922

四半期純利益 124,573 216,641
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 124,553 214,719

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,212 △557

その他の包括利益合計 △2,212 △557

四半期包括利益 122,340 214,161

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 122,361 216,083

少数株主に係る四半期包括利益 △20 △1,922
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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）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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