




 

 

 
○添付資料の目次 
 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ............................................................. 2   

（１）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ............................................. 2 

 
 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 

 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ....................................... 2 

 
 

３．四半期連結財務諸表 ......................................................................... 3 

（１）四半期連結貸借対照表 ................................................................... 3 

 

（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 ....................................... 4 

 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ..................................................... 6 

 

（継続企業の前提に関する注記）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ......................................... 6 

 

大木ヘルスケアホールディングス㈱ (3417)  平成28年３月期  第３四半期決算短信

1



 

 

 

 

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３四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11月５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。 

 

 

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３四半期連結累計期間 
（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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。 

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３四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)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,662

受取手形及び売掛金 47,753

たな卸資産 17,495

その他 5,637

貸倒引当金 △25

流動資産合計 74,522

固定資産

有形固定資産 6,399

無形固定資産 194

投資その他の資産

その他 9,792

貸倒引当金 △234

投資その他の資産合計 9,557

固定資産合計 16,151

資産合計 90,674

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 53,893

電子記録債務 9,440

短期借入金 6,125

引当金 307

その他 2,804

流動負債合計 72,571

固定負債

長期借入金 2,220

引当金 182

退職給付に係る負債 908

その他 2,175

固定負債合計 5,486

負債合計 78,058

純資産の部

株主資本

資本金 2,486

資本剰余金 1,437

利益剰余金 5,058

自己株式 △139

株主資本合計 8,843

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,840

退職給付に係る調整累計額 △123

その他の包括利益累計額合計 3,717

非支配株主持分 55

純資産合計 12,616

負債純資産合計 90,674
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 156,356

売上原価 141,240

売上総利益 15,116

販売費及び一般管理費 14,876

営業利益 240

営業外収益

受取利息 9

受取配当金 85

仕入割引 208

情報手数料 220

その他 165

営業外収益合計 688

営業外費用

支払利息 49

売上債権売却損 26

その他 23

営業外費用合計 99

経常利益 828

特別利益

投資有価証券売却益 105

特別利益合計 105

税金等調整前四半期純利益 934

法人税、住民税及び事業税 428

法人税等調整額 △71

法人税等合計 357

四半期純利益 577

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △9

親会社株主に帰属する四半期純利益 586
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 577

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 771

退職給付に係る調整額 8

持分法適用会社に対する持分相当額 2

その他の包括利益合計 782

四半期包括利益 1,359

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,367

非支配株主に係る四半期包括利益 △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３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日） 

   該当事項はありません。 
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