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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21期

第１四半期連結
累計期間

第22期
第１四半期連結

累計期間
第21期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年６月30日

自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2018年４月１日
至　2019年３月31日

売上高 （千円） 4,274,677 4,577,254 17,379,323

経常利益 （千円） 480,400 560,891 2,082,157

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 317,872 367,973 1,424,203

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 257,834 357,607 1,257,907

純資産額 （千円） 11,843,604 12,486,538 12,843,677

総資産額 （千円） 18,298,542 19,283,673 19,198,699

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 20.46 23.68 91.66

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 64.7 64.7 66.9

（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、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、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の重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、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、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

（財政状態の状況）

（資産）

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84百万円増加し、19,283百万円と

なりました。主な要因は、流動資産の現金及び預金10百万円増加、レンタル未収入金64百万円増加、短期貸付金

263百万円減少、有形固定資産235百万円増加等によるものであります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ442百万円増加し、6,797百万円と

なりました。主な要因は、流動負債の買掛金37百万円増加、レンタル資産購入未払金353百万円増加、未払法人

税等197百万円減少、賞与引当金108百万円増加、レンタル資産保守引当金29百万円増加等によるものでありま

す。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ357百万円減少し、12,486百万

円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益367百万円の計上による増加、配当金714百万

円による減少、その他有価証券評価差額金10百万円減少等によるものであります。自己資本比率は、前連結会計

年度末の66.9％から2.2ポイント減少し64.7％になりました。
 
（経営成績の状況）

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策の影響を背景に、企業収益や雇用・所得環境が改

善する等緩やかな回復基調が続きましたが、米中の通商問題の動向が世界経済に与える影響などから、先行き不

透明な状況で推移いたしました。

介護保険制度における福祉用具貸与においては、2018年10月より福祉用具の貸与価格の上限設定が適用されま

した。設定された上限価格については、概ね１年に１度の頻度で見直しが行われることとなりましたが、今年度

については見直しが行われず、また、今後の見直しについては、継続的に貸与価格の実態や経営への影響等につ

いて調査が実施され、必要な検討が行われていくこととなりました。

このような環境のもと当社グループは、2019年４月から３ヵ年の「中期経営計画2021」をスタートさせ、福祉

用具レンタル卸から「高齢者生活支援企業」への飛躍を目指し、福祉用具レンタル卸のさらなる成長とともに、

次なるコアビジネスの確立に向けた取り組みを進めております。

福祉用具レンタル卸サービスにおいては、キャンペーンの実施や研修会の開催、介護ロボットの新規投入によ

る品揃えの充実により、受注拡大に努めました。また、福祉用具の上限価格・平均価格について、簡単にご利用

者への説明が可能となるスマートフォンアプリ「e-KaigoNet Look」の７月リリースに向けて、展示会で先行発

表いたしました。

食事サービスにおいては、介護施設向け冷凍惣菜のメニューを一部リニューアルし、利用事業者の継続に努め

るとともに、介護施設向けの営業を強化し、さらなる受注拡大に注力いたしました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、レンタル・販売が堅調に推移し、売上高4,577百万円

（前年同期比7.1％増）の増収となりました。

利益面では、主に人員増に伴う人件費等が増加いたしましたが、増収効果により、営業利益558百万円（同

16.7％増）、経常利益560百万円（同16.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益367百万円（同15.8％増）

となりました。

(2）経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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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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第３【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 64,000,000

計 64,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2019年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2019年７月30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 16,342,400 16,342,400
東京証券取引所

（市場第二部）

権利内容に何ら限

定のない当社にお

ける標準となる株

式であり、単元株

式数を100株とす

る単元株制度を採

用しております。

計 16,342,400 16,342,400 － －

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

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】

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）

2019年４月１日～

2019年６月30日
－ 16,342,400 － 2,897,650 － 1,641,650

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

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、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2019年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

    2019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 804,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,536,300 155,363 －

単元未満株式 普通株式 1,700 － －

発行済株式総数  16,342,400 － －

総株主の議決権  － 155,363 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権の数１個）含まれてお

ります。

②【自己株式等】

    2019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（％）

㈱日本ケアサプライ
東京都港区芝大門

1-1-30
804,400 － 804,400 4.92

計 － 804,400 － 804,400 4.92

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【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）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、第１四半期連結会計期間（2019年４月１日から2019

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツ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）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 639,809 650,660

売掛金 385,004 375,429

レンタル未収入金 1,929,914 1,994,829

有価証券 999,993 999,993

商品 12,637 15,389

貯蔵品 28,871 29,698

短期貸付金 4,557,385 4,294,023

その他 256,949 306,230

貸倒引当金 △12,684 △11,761

流動資産合計 8,797,881 8,654,495

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産（純額） 7,923,390 8,120,458

その他（純額） 1,168,686 1,206,951

有形固定資産合計 9,092,076 9,327,409

無形固定資産 190,302 178,372

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,119,287 1,124,246

貸倒引当金 △850 △850

投資その他の資産合計 1,118,437 1,123,396

固定資産合計 10,400,817 10,629,178

資産合計 19,198,699 19,283,673
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 557,159 595,000

レンタル資産購入未払金 928,006 1,281,550

1年内返済予定の長期借入金 1,500,000 1,500,000

未払法人税等 412,070 214,779

賞与引当金 226,993 335,703

レンタル資産保守引当金 945,200 974,200

その他 809,985 902,798

流動負債合計 5,379,414 5,804,031

固定負債   

退職給付に係る負債 818,464 838,492

その他 157,143 154,611

固定負債合計 975,607 993,104

負債合計 6,355,022 6,797,135

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,897,650 2,897,650

資本剰余金 1,641,650 1,641,650

利益剰余金 8,638,483 8,291,710

自己株式 △414,851 △414,851

株主資本合計 12,762,932 12,416,158

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 65,848 55,198

退職給付に係る調整累計額 10,096 9,956

その他の包括利益累計額合計 75,945 65,154

非支配株主持分 4,799 5,224

純資産合計 12,843,677 12,486,538

負債純資産合計 19,198,699 19,283,673
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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　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

売上高 4,274,677 4,577,254

売上原価 2,606,506 2,738,125

売上総利益 1,668,170 1,839,128

販売費及び一般管理費 1,189,506 1,280,629

営業利益 478,664 558,499

営業外収益   

受取利息 168 213

受取配当金 540 -

持分法による投資利益 1,543 1,861

その他 567 1,403

営業外収益合計 2,820 3,477

営業外費用   

支払利息 1,084 1,084

その他 - 0

営業外費用合計 1,084 1,085

経常利益 480,400 560,891

特別利益   

子会社株式売却益 10,702 -

特別利益合計 10,702 -

特別損失   

固定資産除却損 1,896 40

投資有価証券評価損 2,838 3,286

その他 300 -

特別損失合計 5,035 3,326

税金等調整前四半期純利益 486,067 557,564

法人税等 167,707 189,166

四半期純利益 318,360 368,397

非支配株主に帰属する四半期純利益 488 424

親会社株主に帰属する四半期純利益 317,872 367,973
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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　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

四半期純利益 318,360 368,397

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60,870 △10,650

退職給付に係る調整額 344 △140

その他の包括利益合計 △60,525 △10,790

四半期包括利益 257,834 357,607

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 257,346 357,182

非支配株主に係る四半期包括利益 488 424
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

減価償却費 1,121,256千円 1,112,565千円

 

（株主資本等関係）

１．前第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月26日

定時株主総会
普通株式 714,746 46 2018年３月31日 2018年６月27日 利益剰余金

 

２．当第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月26日

定時株主総会
普通株式 714,746 46 2019年３月31日 2019年６月27日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　

2019年４月１日　至　2019年６月30日）

当社グループは、高齢者生活支援事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

１株当たり四半期純利益 20円46銭 23円68銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 317,872 367,973

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（千円）
317,872 367,973

普通株式の期中平均株式数（株） 15,537,966 15,537,966

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（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  

 

   2019年７月29日

株式会社日本ケアサプライ    

 

 取締役会　御中 

 

 有限責任監査法人トーマツ 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士　森 谷 　和 正 　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士　福 士 　直 和 　　㊞

 

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日本ケ

アサプライの2019年４月１日から2020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（2019年４月１日から

2019年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

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、株式会社日本ケアサプライ及び連結子会社の2019年６月30日現在の財

政状態及び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。

利害関係

　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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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