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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 41,055 3.3 3,251 26.5 3,414 21.0 1,114 △28.3
23年3月期第2四半期 39,737 3.6 2,571 1.8 2,821 8.9 1,553 △0.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,224百万円 （△3.2％） 23年3月期第2四半期 1,265百万円 （―％）

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2四半期 62.51 62.45
23年3月期第2四半期 87.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 57,807 33,905 58.3
23年3月期 56,648 33,010 57.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  33,694百万円 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 ― 15.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 82,614 2.7 6,852 2.3 7,023 0.3 3,187 △19.9 178.74



(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2Q 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2Q 190,136 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2Q 17,830,775 株 23年3月期2Q 17,831,426 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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、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２四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」および「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、ＳＰＤの契約見直し等で減収となりましたが、主力のレンタル商品の拡販は順調

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、一部東日本大震災の影響もあり減収となり

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２四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は410億55百万円（前年同四

半期比13億17百万円増 3.3％増）、営業利益は32億51百万円（前年同四半期比6億80百万円増 

26.5％増）、経常利益は34億14百万円（前年同四半期比5億93百万円増 21.0％増）となりました。

一方、投資有価証券の評価損及び子会社との合併にともない事業税の繰越欠損金に対する繰延税

金資産を取崩したため、四半期純利益は11億14百万円（前年同四半期比4億38百万円減 28.3％

減）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における総資産は578億7百万円（前連結会計年度末比11億58百万円増）、負債

は239億1百万円(前連結会計年度末比2億63百万円増)となりました。純資産は339億5百万円（前連

結会計年度末比8億95百万円増）、自己資本比率は58.3％（前連結会計年度末比0.4ポイント増）

となりました。このうち、総資産の増加につきましては、現金及び預金が3億41百万円および有価

証券が7億80百万円増加したことなどによるものであります。また、純資産の増加につきましては、

四半期純利益11億14百万円を計上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10月28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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,916 11,258

受取手形及び売掛金 11,229 11,431

有価証券 419 1,200

たな卸資産 2,738 2,835

繰延税金資産 1,116 911

その他 442 686

貸倒引当金 △45 △54

流動資産合計 26,816 28,268

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,547 9,351

機械装置及び運搬具（純額） 1,872 1,787

土地 8,733 8,714

その他（純額） 2,165 2,724

有形固定資産合計 22,319 22,577

無形固定資産   

のれん 263 313

その他 855 827

無形固定資産合計 1,118 1,141

投資その他の資産   

投資有価証券 2,432 2,481

繰延税金資産 1,625 1,061

その他 2,398 2,340

貸倒引当金 △63 △63

投資その他の資産合計 6,393 5,820

固定資産合計 29,831 29,538

資産合計 56,648 57,807

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,954 8,868

短期借入金 2,731 2,832

1年内償還予定の社債 1,100 1,100

未払法人税等 596 1,237

賞与引当金 1,332 1,264

役員賞与引当金 88 40

その他 3,437 2,990

流動負債合計 17,240 18,333

固定負債   

社債 450 400

長期借入金 2,600 1,777

繰延税金負債 38 39

退職給付引当金 1,289 1,341

役員退職慰労引当金 316 272

その他 1,703 1,737

固定負債合計 6,398 5,568

負債合計 23,638 23,901
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９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 21,191

自己株式 △206 △207

株主資本合計 32,979 33,755

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △151 △48

繰延ヘッジ損益 △14 △12

その他の包括利益累計額合計 △166 △60

新株予約権 8 17

少数株主持分 188 193

純資産合計 33,010 33,905

負債純資産合計 56,648 57,807
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 39,737 41,055

売上原価 30,244 30,292

売上総利益 9,492 10,762

販売費及び一般管理費 6,921 7,510

営業利益 2,571 3,251

営業外収益   

受取利息 11 12

受取配当金 33 37

匿名組合投資利益 79 －

保険解約返戻金 85 85

その他 140 110

営業外収益合計 350 245

営業外費用   

支払利息 77 62

その他 23 20

営業外費用合計 101 82

経常利益 2,821 3,414

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 43 0

投資有価証券償還益 － 7

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 43 8

特別損失   

固定資産除却損 3 11

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 60 －

投資有価証券評価損 － 183

その他 15 9

特別損失合計 79 203

税金等調整前四半期純利益 2,784 3,219

法人税、住民税及び事業税 345 1,335

法人税等調整額 888 764

法人税等合計 1,233 2,100

少数株主損益調整前四半期純利益 1,551 1,119

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 5

四半期純利益 1,553 1,114
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,551 1,119

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △285 102

繰延ヘッジ損益 △0 2

その他の包括利益合計 △286 105

四半期包括利益 1,265 1,224

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,267 1,219

少数株主に係る四半期包括利益 △1 5
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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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