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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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３四半期 78,318 7.6 5,302 5.0 5,466 3.1 3,749 15.5

27年３月期第３四半期 72,786 2.2 5,049 △1.9 5,304 △1.3 3,246 △1.0
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 4,028百万円( 10.9％) 27年３月期第３四半期 3,633百万円( 5.0％)
　

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３四半期 208.56 208.34

27年３月期第３四半期 181.15 180.72
　

　

（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３四半期 78,957 51,241 64.6

27年３月期 73,865 47,926 64.6
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 51,016百万円 27年３月期 47,689百万円
　

　

　

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 ― 16.00 ― 23.00 39.00

28年３月期 ― 19.00 ―

28年３月期(予想) 20.00 39.00
(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、対前期増減率)

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 106,112 8.1 7,274 2.6 7,463 1.7 5,006 9.2 278.32
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

決算短信 （宝印刷）  2016年01月29日 15時14分 1ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



※ 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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「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。

　

（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３Ｑ 18,020,673株 27年３月期 18,020,673株

② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 34,228株 27年３月期 60,842株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 17,976,146株 27年３月期３Ｑ 17,921,131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）経営成績に関する説明

当社グループの主要事業が属するヘルスケア業界は、高齢者人口の増加を背景に、その市場は拡大傾向にあり

ます。需要は堅調に拡大し、成長分野として注目を集める一方、参入事業者も多く、地域における競合や価格競

争等も発生しております。

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、コアセグメントである

「健康生活サービス」「調剤サービス」において前年同四半期比増収を達成し、過去最高を更新しました。

セグメント別の売上につきましては、「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

う病院関連事業及び、介護用品のレンタルを行うシルバー事業においてレンタル売上が堅調に推移したことか

ら、増収を達成しました。また、「調剤サービス」は、処方せん受付回数の増加及び処方せん単価の上昇により

増収を達成しました。

利益面につきましては、レンタル資材費の増加等、利益圧迫要因はあるものの、経費等を抑えることにより、

営業利益・経常利益が前年同四半期比増益となりました。

また、特別利益として訴訟関連の特別利益を計上したことなどから、親会社株主に帰属する四半期純利益につ

いても前年同四半期比増益となり、各利益ともに過去最高を更新しました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高783億18百万円（前年同四半期比55億32百

万円増、7.6％増）、営業利益53億2百万円（前年同四半期比2億52百万円増、5.0％増）、経常利益54億66百万円

（前年同四半期比1億62百万円増、3.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益37億49百万円（前年同四半期比

5億2百万円増、15.5％増）となりました。

　

[セグメント別状況]

① 健康生活サービス

病院関連事業及びシルバー事業において、レンタル売上が堅調に推移したことから、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、レンタル資材費の増加、営業力強化のための人件費等の増加はあるもの

の、売上原価等を抑えることにより前年同四半期比増益となりました。

売上高 374億18百万円 (前年同四半期比 12億89百万円増、 3.6％増)

営業利益 32億84百万円 (前年同四半期比 2億74百万円増、 9.1％増)

② 調剤サービス

118店舗の事業展開となり、当期３店舗、前期８店舗の新規出店効果及び処方せん単価の上昇により、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、薬剤調達コストが、前年同四半期において一時的に減

少した反動により増加したものの、増収による利益増等により、前年同四半期比増益となりました。

売上高 317億50百万円 (前年同四半期比 44億73百万円増、 16.4％増)

営業利益 28億13百万円 (前年同四半期比 2億16百万円増、 8.3％増)

③ 環境サービス

ビル清掃管理事業における新規契約獲得の一方、太陽光事業における商品売上の減少等により、売上高は前

年同四半期を下回りました。利益面につきましては、人件費等の増加や、リースキン事業の新商品投入に係る

レンタル資材費の増加等もあり、前年同四半期比減益となりました。

売上高 90億10百万円 (前年同四半期比 2億22百万円減、 2.4％減)

営業利益 3億88百万円 (前年同四半期比 46百万円減、 10.6％減)
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の738億65百万円から50億92百万円増加し、789億

57百万円となりました。これは、主に長期貸付金が16億63百万円増加したことが大きな要因となっております。

また、負債合計は、前連結会計年度末の259億38百万円から17億76百万円増加し、当第３四半期連結会計期間

末は277億15百万円となりました。これは主に賞与引当金が6億51百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が

25億61百万円増加したことが大きな要因となっております。

非支配株主持分を含む純資産合計は、配当金の支払いが7億54百万円あったものの、親会社株主に帰属する四

半期純利益37億49百万円を計上したことなどにより、前連結会計年度末の479億26百万円から33億15百万円増加

し、当第３四半期連結会計期間末は512億41百万円となりました。その結果、自己資本比率は64.6％となりまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現段階で入手可能な資料に基づき平成28年３月期通期の連結業績予想を検討した結果、平成27年10月19日公表

の連結業績予想を踏襲いたします。

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

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

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「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いたします。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３四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。

これによる損益への影響はありません。
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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27年３月31日)

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 18,848 18,851

受取手形及び売掛金 14,506 15,851

有価証券 769 814

たな卸資産 4,425 4,578

繰延税金資産 784 452

その他 494 664

貸倒引当金 △150 △178

流動資産合計 39,678 41,035

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,922 9,576

機械装置及び運搬具（純額） 2,747 2,649

土地 8,522 9,597

その他（純額） 3,054 3,832

有形固定資産合計 24,245 25,655

無形固定資産

のれん 61 51

その他 651 634

無形固定資産合計 713 686

投資その他の資産

投資有価証券 5,439 5,932

繰延税金資産 545 560

その他 3,271 5,112

貸倒引当金 △29 △24

投資その他の資産合計 9,228 11,580

固定資産合計 34,187 37,922

資産合計 73,865 78,957
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,636 14,198

短期借入金 1,669 2,066

1年内償還予定の社債 194 181

未払法人税等 839 620

賞与引当金 1,379 728

役員賞与引当金 79 59

その他 5,095 4,891

流動負債合計 20,895 22,746

固定負債

社債 651 565

長期借入金 591 615

繰延税金負債 449 516

役員退職慰労引当金 282 293

退職給付に係る負債 1,374 1,442

その他 1,694 1,534

固定負債合計 5,043 4,968

負債合計 25,938 27,715

純資産の部

株主資本

資本金 8,108 8,108

資本剰余金 4,744 4,765

利益剰余金 33,510 36,505

自己株式 △67 △38

株主資本合計 46,295 49,340

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,388 1,671

退職給付に係る調整累計額 5 4

その他の包括利益累計額合計 1,393 1,676

新株予約権 16 7

非支配株主持分 220 217

純資産合計 47,926 51,241

負債純資産合計 73,865 78,957
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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)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

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 72,786 78,318

売上原価 55,568 60,229

売上総利益 17,217 18,089

販売費及び一般管理費 12,167 12,787

営業利益 5,049 5,302

営業外収益

受取利息 26 42

受取配当金 59 76

その他 266 148

営業外収益合計 352 266

営業外費用

支払利息 53 44

その他 45 57

営業外費用合計 98 102

経常利益 5,304 5,466

特別利益

固定資産売却益 1 2

受取賠償金 - 266

その他 - 65

特別利益合計 1 334

特別損失

固定資産売却損 34 2

固定資産除却損 20 12

その他 33 1

特別損失合計 89 16

税金等調整前四半期純利益 5,216 5,785

法人税、住民税及び事業税 1,152 1,729

法人税等調整額 810 309

法人税等合計 1,963 2,038

四半期純利益 3,253 3,746

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

7 △2

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,246 3,749
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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)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

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 3,253 3,746

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 378 283

繰延ヘッジ損益 1 -

退職給付に係る調整額 0 △0

その他の包括利益合計 380 282

四半期包括利益 3,633 4,028

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,626 4,031

非支配株主に係る四半期包括利益 7 △2
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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）

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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１ 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

(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 36,129 27,277 9,233 72,640 145 72,786 ― 72,786

セグメント間の内部
売上高又は振替高

32 0 251 284 2 286 △286 ―

計 36,162 27,277 9,484 72,924 148 73,073 △286 72,786

セグメント利益 3,009 2,596 435 6,041 37 6,078 △1,028 5,049

(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△1,028百万円には、セグメント間取引消去21百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,050百万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。

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 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)

１ 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

(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 37,418 31,750 9,010 78,180 138 78,318 ― 78,318

セグメント間の内部
売上高又は振替高

37 0 230 268 2 271 △271 ―

計 37,456 31,751 9,241 78,449 141 78,590 △271 78,318

セグメント利益 3,284 2,813 388 6,486 27 6,514 △1,211 5,302
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(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△1,211百万円には、セグメント間取引消去41百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,253百万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。

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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