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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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２四半期 42,746 4.1 2,993 △7.9 3,117 △8.7 1,628 46.1
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

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 1,739百万円( 42.1％) 24年３月期第２四半期 1,224百万円( △3.2％)

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２四半期 91.31 91.24
24年３月期第２四半期 62.51 62.45

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 61,526 37,686 60.9
24年３月期 61,725 36,192 58.3

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 37,443百万円 24年３月期 35,963百万円

２．配当の状況

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00

25年３月期 ― 15.00

25年３月期(予想) ― 15.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 87,061 4.3 7,226 0.2 7,484 0.2 4,106 18.6 230.30

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   
    

   
    

 
（注） 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分する

ことが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報(注記事項)に関する

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」をご覧ください。 

  
    

   
    

   

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 18,020,673株 24年３月期 18,020,673株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 181,400株 24年３月期 190,208株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期２Ｑ 17,833,819株 24年３月期２Ｑ 17,830,775株

※ 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連結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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、添付資料Ｐ.３「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。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に緩やかな

回復の兆しがみられたものの、欧州の債務危機、円高の長期化、新興国経済の停滞懸念など、景気の下

振れリスクが存在することから、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

また、当社グループの主要事業が属するヘルスケア業界におきましては、平成24年４月に診療報酬・

介護報酬の同時改定が実施され、経営環境に変化が生じております。 

このような状況の中、当社グループは、新規顧客の獲得、新規出店、営業体制の強化による事業拡大

に取り組み、当第２四半期連結累計期間における売上高は、「健康生活サービス」、「調剤サービ

ス」、「環境サービス」の主要セグメント全てにおいて前年同四半期比増収を達成することができまし

た。 

「健康生活サービス」では、医療機関からのアウトソーシングを請け負う病院関連事業が大型ＰＦＩ

案件を始めとした新規顧客の獲得によって増収となり、介護用品レンタルを行うシルバー事業において

も、当社グループ内の同事業統合及び新規出店による営業体制の強化が奏功し増収となったことから、

同セグメントは増収を達成いたしました。また、「調剤サービス」は、８店舗の新設で103店舗の事業

展開となり、新規出店効果・処方箋単価の上昇により増収を達成いたしました。さらに「環境サービ

ス」において、リースキン事業が増収となり、同セグメントも増収を達成することができました。 

利益面につきましては、新規顧客の獲得によるレンタル資材購入費等の増加、四国地方における病院

リネン新工場稼働に伴う費用の発生、薬学６年制移行後初の新規採用に注力したことによる人件費の増

加、さらに、薬価改定の影響も見込まれることから、営業利益・経常利益が前年同四半期比減益となり

ました。一方、四半期純利益につきましては、税金費用の減少により前年同四半期比増益となりまし

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427億46百万円（前年同四半期比

16億91百万円増、4.1％増）、営業利益29億93百万円（前年同四半期比2億58百万円減、7.9％減）、経

常利益31億17百万円（前年同四半期比2億97百万円減、8.7％減）、四半期純利益16億28百万円（前年同

四半期比5億13百万円増、46.1％増）となりました。 

  

病院関連事業における大型新規案件への業務提供開始による増収に加え、シルバー事業におけるレ

ンタル売上の堅調な伸びにより、「健康生活サービス」は前年同四半期比増収となりました。利益面

につきましては、大型新規案件に係る初期投資、四国地方における病院リネン新工場稼働に伴う費用

の発生により、前年同四半期比減益となりました。 

 
  

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

[セグメント別状況]

① 健康生活サービス

売上高 220億87百万円 (前年同四半期比 6.4％増、 13億26百万円増)
営業利益 18億26百万円 (前年同四半期比 9.9％減、  2億円減)
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当第２四半期８店舗、前期３店舗の新規出店効果及び処方箋単価の上昇により前年同四半期比増収

となりました。利益面につきましては、薬学６年制移行後初の新規採用に注力したことで労務費・人

件費が増加、また、薬価改定の影響も見込まれ、前年同四半期比減益となりました。 

 
  

リースキン事業において、東日本大震災後の需要回復、新商品の投入により増収となったことか

ら、前年同四半期比増収となりました。利益面につきましては、売上の増加に伴う資材費の増加はあ

るものの、コスト圧縮効果、また、前年には東日本大震災で被災したリースキンフランチャイジーへ

の支援費用があったことから、前年同四半期比増益を達成いたしました。 

 
  

当第２四半期末における総資産は615億26百万円（前連結会計年度末比1億98百万円減）、負債は238

億39百万円（前連結会計年度末比16億92百万円減）となりました。純資産は376億86百万円（前連結会

計年度末比14億93百万円増）、自己資本比率は60.9％（前連結会計年度末比2.6ポイント増）となりま

した。このうち、総資産の減少につきましては、建物及び構築物が11億34百万円並びに機械装置及び運

搬具が6億64百万円増加したものの、現金及び預金が23億15百万円減少したことなどによるものであり

ます。負債の減少につきましては、支払手形及び買掛金が2億1百万円並びに固定負債のその他が4億70

百万円増加したものの、未払法人税等が16億69百万円および借入金が8億17百万円減少したことなどに

よるものであります。また、純資産の増加につきましては、主に四半期純利益の計上等により利益剰余

金が13億61百万円増加したことなどによるものであります。 

  

現段階で入手可能な資料に基づき平成25年３月期通期の連結業績予想を検討した結果、業績予想に対

して大幅な乖離は生じておらず、順調に推移しているため、平成24年５月14日に発表の業績予想を踏襲

いたします。 

  

② 調剤サービス

売上高 156億84百万円 (前年同四半期比 1.3％増、 2億 8百万円増)

営業利益 15億15百万円 (前年同四半期比18.1％減、 3億34百万円減)

③ 環境サービス

売上高 48億75百万円 (前年同四半期比 3.7％増、 1億71百万円増)

営業利益 3億 3百万円 (前年同四半期比46.4％増、 96百万円増)

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。  

これによる当第２四半期連結累計期間の損益への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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,760 12,444

受取手形及び売掛金 11,924 12,061

有価証券 1,200 600

たな卸資産 2,834 3,120

繰延税金資産 1,101 987

その他 402 480

貸倒引当金 △50 △60

流動資産合計 32,172 29,633

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,459 10,594

機械装置及び運搬具（純額） 1,731 2,396

土地 8,704 8,704

その他（純額） 2,910 3,079

有形固定資産合計 22,806 24,774

無形固定資産   

のれん 237 186

その他 800 764

無形固定資産合計 1,037 951

投資その他の資産   

投資有価証券 2,685 3,269

繰延税金資産 890 789

その他 2,199 2,176

貸倒引当金 △66 △68

投資その他の資産合計 5,708 6,167

固定資産合計 29,552 31,893

資産合計 61,725 61,526

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,435 9,637

短期借入金 3,059 2,545

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 2,492 822

賞与引当金 1,305 1,287

役員賞与引当金 76 40

その他 3,969 4,281

流動負債合計 20,438 18,714

固定負債   

社債 350 300

長期借入金 1,310 1,006

繰延税金負債 33 32

退職給付引当金 1,390 1,309

役員退職慰労引当金 277 275

その他 1,731 2,201

固定負債合計 5,094 5,125

負債合計 25,532 23,839
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24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 4,666

利益剰余金 23,273 24,635

自己株式 △207 △197

株主資本合計 35,837 37,211

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 135 238

繰延ヘッジ損益 △9 △7

その他の包括利益累計額合計 126 231

新株予約権 30 38

少数株主持分 198 205

純資産合計 36,192 37,686

負債純資産合計 61,725 61,526
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 41,055 42,746

売上原価 30,292 32,239

売上総利益 10,762 10,507

販売費及び一般管理費 7,510 7,513

営業利益 3,251 2,993

営業外収益   

受取利息 12 13

受取配当金 37 38

保険解約返戻金 85 －

その他 110 145

営業外収益合計 245 197

営業外費用   

支払利息 62 45

その他 20 28

営業外費用合計 82 73

経常利益 3,414 3,117

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券償還益 7 －

その他 0 0

特別利益合計 8 2

特別損失   

固定資産除却損 11 25

投資有価証券評価損 183 183

その他 9 8

特別損失合計 203 216

税金等調整前四半期純利益 3,219 2,902

法人税、住民税及び事業税 1,335 1,120

法人税等調整額 764 147

法人税等合計 2,100 1,267

少数株主損益調整前四半期純利益 1,119 1,634

少数株主利益 5 6

四半期純利益 1,114 1,628
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,119 1,634

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 102 102

繰延ヘッジ損益 2 2

その他の包括利益合計 105 105

四半期包括利益 1,224 1,739

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,219 1,733

少数株主に係る四半期包括利益 5 6
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該当事項はありません。  

  

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報提供事業を含んでおりま

す。 

２  セグメント利益の調整額△852百万円には、セグメント間取引消去28百万円、のれんの償却額3百万円及び各

報告セグメントに配分していない全社費用△884百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない一般管理費であります。 

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報提供事業を含んでおりま

す。 

２  セグメント利益の調整額△662百万円には、セグメント間取引消去11百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△673百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。 

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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）セグメント情報等

Ⅰ 前第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）

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

健康生活 
サービス

調剤 
サービス

環境
サービス

計

売上高

外部顧客への売上高 20,760 15,475 4,703 40,940 114 41,055 ― 41,055

セグメント間の内部
売上高又は振替高

18 0 236 255 1 257 △257 ―

計 20,779 15,476 4,939 41,195 116 41,312 △257 41,055

セグメント利益 2,026 1,849 207 4,083 20 4,104 △852 3,251

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

健康生活 
サービス

調剤 
サービス

環境
サービス

計

売上高

外部顧客への売上高 22,087 15,684 4,875 42,647 98 42,746 ― 42,746

セグメント間の内部
売上高又は振替高

18 0 206 225 1 226 △226 ―

計 22,106 15,684 5,081 42,872 100 42,973 △226 42,746

セグメント利益 1,826 1,515 303 3,644 11 3,656 △662 2,993

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱トーカイ（9729） 平成25年３月期　第２四半期決算短信

― 9 ―




