
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年7月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社トーカイ 上場取引所 東 
コード番号 9729 URL http://www.tokai-corp.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小野木 孝二
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理本部長 （氏名） 堀江 範人 TEL 058（263）5111
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12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 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 20,239 2.7 1,383 24.9 1,483 15.4 865 34.7
23年3月期第1四半期 19,700 3.7 1,107 3.6 1,285 15.4 642 △1.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 821百万円 （76.0％） 23年3月期第1四半期 466百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 48.55 48.50
23年3月期第1四半期 36.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 57,391 33,496 58.0
23年3月期 56,648 33,010 57.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  33,294百万円 23年3月期  32,813百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
※23年３月期期末配当金の内訳 記念配当 10円00銭 

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

23年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 40,527 2.0 2,772 7.8 2,885 2.3 1,629 4.9 91.36
通期 82,614 2.7 6,852 2.3 7,023 0.3 4,000 0.5 224.33



(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  

(注) 大和メンテナンス株式会社を当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、特定子会社には該当しません。 

(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  

(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 
 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、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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決
算短信〔添付資料〕Ｐ.２「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期1Q 18,020,673 株 23年3月期 18,020,673 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 189,794 株 23年3月期 189,686 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 17,830,891 株 23年3月期1Q 17,831,479 株
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１.  当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国の経済は、３月11日に発生した東日本大震災によるサプライチェ

ーンの寸断や、福島第一原発事故による全国的な電力不足懸念から一時期大きく後退しました。

特に輸出製造業は、欧州信用不安の再燃や米国経済の減速を背景とした円高も相まって、企業業

績が圧迫される状況となりました。サプライチェーンの復旧にともなって、景気は持ち直しの兆

しが見えつつあるものの、不透明感を払拭するには至らないまま推移しました。 

このような厳しい経済環境ではありますが、当第１四半期における当社グループの連結業績は、

コアセグメントである「健康生活サービス」「調剤サービス」が老齢人口の増加を背景に堅調に

推移し、売上高の伸長に貢献しました。 

「健康生活サービス」では、病院や福祉施設からの各種アウトソーシングを請け負う病院関連

事業において、主力商品の拡販が順調に推移し契約件数を伸ばすことができました。また、介護

用品のレンタルを行うシルバー事業も、地域密着のきめ細かな営業活動により着実に利用者を増

やすことができ増収を確保しました。これらの結果、当セグメントは増収増益となりました。 

さらに、もう一つのコアセグメントである「調剤サービス」では、処方箋単価の上昇と店舗数

の増加などを要因とした処方箋受付回数の増加によって、増収増益となりました。 

「環境サービス」では、リースキン事業において、東日本大震災の影響などにより減収となり

ました。一方、清掃事業は順調に推移し増収を確保しました。これらの結果、当セグメントは増

収減益となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は202億39百万円（前年同四

半期比5億39百万円増 2.7％増）、営業利益は13億83百万円（前年同四半期比2億76百万円増 

24.9％増）、経常利益は14億83百万円（前年同四半期比1億97百万円増 15.4％増）、四半期純利

益は8億65百万円（前年同四半期比2億22百万円増 34.7％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１四半期末における総資産は573億91百万円（前連結会計年度末比7億43百万円増）、負債

は238億95百万円(前連結会計年度末比2億57百万円増)となりました。純資産は334億96百万円（前

連結会計年度末比4億85百万円増）、自己資本比率は58.0％（前連結会計年度末比0.1ポイント

増）となりました。 

このうち、負債の増加につきましては、賞与引当金が6億57百万円および未払法人税等が4億46

百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が13億74百万円増加したことなどによるものであり

ます。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現段階で入手可能な資料に基づき平成24年３月期通期の連結業績予想を検討した結果、平成23

年５月12日に発表しました業績予想を踏襲いたします。 
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２.  サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
 
該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
  

該当事項はありません。 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,916 11,683

受取手形及び売掛金 11,229 11,129

有価証券 419 600

たな卸資産 2,738 2,903

繰延税金資産 1,116 650

その他 442 496

貸倒引当金 △45 △51

流動資産合計 26,816 27,412

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,547 9,465

機械装置及び運搬具（純額） 1,872 1,817

土地 8,733 8,733

その他（純額） 2,165 2,643

有形固定資産合計 22,319 22,661

無形固定資産   

のれん 263 373

その他 855 842

無形固定資産合計 1,118 1,215

投資その他の資産   

投資有価証券 2,432 2,412

繰延税金資産 1,625 1,679

その他 2,398 2,073

貸倒引当金 △63 △63

投資その他の資産合計 6,393 6,102

固定資産合計 29,831 29,979

資産合計 56,648 57,391

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,954 9,328

短期借入金 2,731 2,629

1年内償還予定の社債 1,100 1,100

未払法人税等 596 149

賞与引当金 1,332 674

役員賞与引当金 88 20

その他 3,437 3,777

流動負債合計 17,240 17,679

固定負債   

社債 450 450

長期借入金 2,600 2,444

繰延税金負債 38 40

退職給付引当金 1,289 1,316

役員退職慰労引当金 316 265

その他 1,703 1,698

固定負債合計 6,398 6,216

負債合計 23,638 23,895
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,108 8,108

資本剰余金 4,662 4,662

利益剰余金 20,415 20,942

自己株式 △206 △206

株主資本合計 32,979 33,506

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △151 △196

繰延ヘッジ損益 △14 △15

その他の包括利益累計額合計 △166 △212

新株予約権 8 11

少数株主持分 188 189

純資産合計 33,010 33,496

負債純資産合計 56,648 57,391

㈱トーカイ（9729） 平成24年３月期　第１四半期決算短信



（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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 19,700 20,239

売上原価 15,084 15,027

売上総利益 4,615 5,212

販売費及び一般管理費 3,508 3,829

営業利益 1,107 1,383

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 30 32

保険解約返戻金 60 50

匿名組合投資利益 79 －

その他 51 49

営業外収益合計 226 137

営業外費用   

支払利息 35 28

その他 11 8

営業外費用合計 47 37

経常利益 1,285 1,483

特別利益   

投資有価証券償還益 － 7

貸倒引当金戻入額 3 －

その他 0 0

特別利益合計 3 8

特別損失   

固定資産除却損 0 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 60 －

その他 0 0

特別損失合計 61 9

税金等調整前四半期純利益 1,228 1,482

法人税、住民税及び事業税 112 199

法人税等調整額 472 416

法人税等合計 584 615

少数株主損益調整前四半期純利益 643 867

少数株主利益 0 1

四半期純利益 642 865
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 643 867

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △174 △45

繰延ヘッジ損益 △2 △0

その他の包括利益合計 △177 △45

四半期包括利益 466 821

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 465 819

少数株主に係る四半期包括利益 0 1
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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