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四半期報告書提出予定日 ― 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 

（百万円未満切捨て） 
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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 
親会社株主に帰属
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年 ３月期第２四半期 102,686 10.2 112 881.6 498 26.9 351 40.1
27年 ３月期第２四半期 93,201 △0.5 11 △96.3 393 △38.7 251 △49.6

（注） 包括利益    28年３月期第２四半期 495百万円（△16.0％） 27年３月期第２四半期 589百万円（379.4％） 

 

 
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

28年 ３月期第２四半期 25.52 ― 
27年 ３月期第２四半期 18.22 ― 

 
（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 ％ 

28年 ３月期第２四半期 82,120 11,752 14.2 
27年 ３月期 75,236 11,409 15.2 

（参考）自己資本    28年 ３月期第２四半期 11,695百万円       27年 ３月期 11,407百万円 

 
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   
27年 ３月期 ― ― ― 11.00 11.00   
28年 ３月期 ― ―   

（注）平成 28 年 3 月期の大木ヘルスケアホールディングス株式会社の配当予想につきましては、この四半期決算短信

の開示時点において、未定であります。 
 

 
３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 

 売 上 高 

 百万円 ％ 

通  期 191,520 2.0 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

株式会社大木及び大木ヘルスケアホールディングス株式会社の業績予想（合算）になります。 

 

業績予想欄については、上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 



 

 

※ 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 

（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 
 

（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 ：無 

④ 修正再表示 ：無 

（注）詳細は、添付資料Ｐ２「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。 

 

（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) 28年３月期２Ｑ 14,072,100株 27年３月期 14,072,100株

②  期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 293,153株 27年３月期 293,072株

③  期中平均株式数(四半期累計) 28年３月期２Ｑ 13,778,993株 27年３月期２Ｑ 13,779,304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ます。 
尚、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

は実施されておりません。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

株式会社大木は、単独株式移転の方法により、平成２７年１０月１日付で完全親会社となる「大木ヘルスケ
アホールディングス株式会社」を設立しております。 
本資料に記載されている業績予想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。 
業績予想等の前提となる条件及び業績予想等のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信

(添付資料)Ｐ２「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１） 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における業績は、概ね計画通りに推移しており、平成27年10月１日 

に公表いたしました、平成28年３月期の通期の業績予想に変更はありません。 

尚、株式会社大木は、単独株式移転の方法により、平成27年10月１日付で完全親会社となる 

「大木ヘルスケアホールディングス株式会社」を設立しており、当該業績予想は、株式会社大木 

及び大木ヘルスケアホールディングス株式会社の業績予想（合算）になります。 

 

 

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 

 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 

（会計方針の変更） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日。以下「企

業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平

成 25 年９月 13 日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成 25 年９月 13 日。以下「事業分離等会計基準」という。）等

を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連

結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期

間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の

配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映さ

せる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、

前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結

財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58－２項（４）、連結会計

基準第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱い

に従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。また、当第２四半期連結会計期間末の

資本剰余金が64百万円減少しております。 
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,261 3,156

受取手形及び売掛金 37,490 42,007

たな卸資産 14,356 15,325

その他 6,026 6,370

貸倒引当金 △19 △21

流動資産合計 60,116 66,838

固定資産

有形固定資産 6,506 6,421

無形固定資産 213 202

投資その他の資産

その他 8,634 8,882

貸倒引当金 △234 △224

投資その他の資産合計 8,400 8,658

固定資産合計 15,120 15,281

資産合計 75,236 82,120

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 40,411 46,294

電子記録債務 8,931 8,620

短期借入金 6,144 6,849

引当金 391 431

その他 2,892 2,776

流動負債合計 58,771 64,973

固定負債

長期借入金 2,164 2,420

引当金 171 179

退職給付に係る負債 915 917

その他 1,802 1,877

固定負債合計 5,055 5,394

負債合計 63,827 70,368

純資産の部

株主資本

資本金 2,486 2,486

資本剰余金 1,501 1,437

利益剰余金 4,623 4,823

自己株式 △139 △139

株主資本合計 8,472 8,608

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,066 3,213

退職給付に係る調整累計額 △131 △126

その他の包括利益累計額合計 2,935 3,087

非支配株主持分 1 56

純資産合計 11,409 11,752

負債純資産合計 75,236 82,120
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 93,201 102,686

売上原価 83,899 92,764

売上総利益 9,302 9,921

販売費及び一般管理費 9,291 9,809

営業利益 11 112

営業外収益

受取利息 4 4

受取配当金 49 66

仕入割引 156 131

情報手数料 132 142

その他 116 111

営業外収益合計 459 456

営業外費用

支払利息 34 34

売上債権売却損 18 18

その他 24 17

営業外費用合計 77 69

経常利益 393 498

特別利益

投資有価証券売却益 - 105

特別利益合計 - 105

特別損失

固定資産除却損 - 0

特別損失合計 - 0

税金等調整前四半期純利益 393 604

法人税、住民税及び事業税 217 318

法人税等調整額 △60 △57

法人税等合計 156 261

四半期純利益 236 342

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △14 △8

親会社株主に帰属する四半期純利益 251 351
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 236 342

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 345 145

退職給付に係る調整額 7 5

持分法適用会社に対する持分相当額 0 1

その他の包括利益合計 353 152

四半期包括利益 589 495

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 604 503

非支配株主に係る四半期包括利益 △14 △8
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 

   該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 

   該当事項はありません。 
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