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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第２四半期 51,792 1.5 3,707 10.3 3,794 9.5 2,537 3.9

28年３月期第２四半期 51,026 7.0 3,360 3.6 3,464 2.4 2,440 16.8
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 2,482百万円( △8.4％) 28年３月期第２四半期 2,710百万円( 23.9％)
　

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

29年３月期第２四半期 140.94 140.93

28年３月期第２四半期 135.82 135.64
　

　

（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 ％

29年３月期第２四半期 79,965 54,101 67.4

28年３月期 80,252 52,259 64.9
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 53,891百万円 28年３月期 52,048百万円
　

　

　

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

28年３月期 － 19.00 － 25.00 44.00

29年３月期 － 20.00

29年３月期(予想) － 20.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

※ 28年３月期期末配当金の内訳 普通配当 21円00銭 記念配当(創立60周年) 4円00銭

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 104,373 △1.1 7,166 △4.6 7,354 △4.8 4,884 △6.5 271.37
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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）
　

（注）九州メガソーラー(株)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

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) 29年３月期２Ｑ 18,020,673株 28年３月期 18,020,673株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 19,641株 28年３月期 20,796株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 18,000,512株 28年３月期２Ｑ 17,970,966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

争等が発生しております。

また、平成28年４月には診療報酬改定が行われ、「調剤サービス」を中心に、当社グループの事業を取り巻く

環境は大きく変化しつつあります。

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、「健康生活サービス」、

「環境サービス」において前年同四半期比増収を達成し、８期連続過去最高を更新しました。

コアセグメントである「健康生活サービス」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、「環境サービス」についても、当期より連結対象子会社が１社増加したことなどから増収を達成しま

した。

利益面につきましては、診療報酬改定のマイナスの影響による「調剤サービス」の利益減、営業力強化のため

の人件費等の増加はあるものの、「健康生活サービス」における売上増加に伴う利益増に加え、レンタル資材の

投入費用の一部が下半期にずれたことや、原油価格下落に伴う燃料費の減少などにより、営業利益・経常利益・

親会社株主に帰属する当期純利益が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経営成績については、売上高517億92百万円（前年同四半期比7億66

百万円増、1.5％増）、営業利益37億7百万円（前年同四半期比3億47百万円増、10.3％増）、経常利益37億94百

万円（前年同四半期比3億29百万円増、9.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益25億37百万円（前年同四

半期比96百万円増、3.9％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ほか、クリーニング設備製造事業

についても好調であったことから、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、営業力強化の

ための人件費の増加はあるものの、売上増加に伴う利益増に加え、レンタル資材の投入費用の一部が下半期に

ずれたことや、原油価格下落に伴う燃料費の減少などにより、前年同四半期比増益となりました。

売上高 255億13百万円 (前年同四半期比 6億81百万円増、 2.7％増)

営業利益 26億56百万円 (前年同四半期比 5億70百万円増、 27.3％増)

② 調剤サービス

120店舗の事業展開となり、当期４店舗、前期４店舗の新規出店効果はあるものの、診療報酬改定のマイナ

スの影響等により前年同四半期比減収減益となりました。

売上高 200億91百万円 (前年同四半期比 99百万円減、 0.5％減)

営業利益 14億10百万円 (前年同四半期比 4億 9百万円減、 22.5％減)

③ 環境サービス

当期より、太陽光事業を行う連結対象子会社が１社増加したことなどから、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、連結対象子会社の増加に加え、リースキン事業におけるレンタル資材費の減少等

により、前年同四半期比増益となりました。

売上高 60億90百万円 (前年同四半期比 1億93百万円増、 3.3％増)

営業利益 4億47百万円 (前年同四半期比 1億96百万円増、 78.4％増)
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の802億52百万円から2億86百万円減少し、799億

65百万円となりました。これは、主に当期より連結対象子会社が１社増加したこと等により、機械装置及び運搬

具等、有形固定資産が22億48百万円増加したものの、投資その他の資産が26億43百万円減少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279億93百万円から21億29百万円減少し、当第２四半期連結会計期間

末は258億63百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が9億20百万円減少したこと、未払法人税等が

6億38百万円減少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4億49百万円あったものの、親会社株主に帰属する四

半期純利益25億37百万円を計上したことなどにより、前連結会計年度末の522億59百万円から18億42百万円増加

し、当第２四半期連結会計期間末は541億1百万円となりました。その結果、自己資本比率は67.4％（前連結会計

年度末比2.5ポイント増）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29年３月期通期の連結業績予想を検討した結果、平成28年10月24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

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した

建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。

（４）追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,785 21,228

受取手形及び売掛金 16,157 14,773

たな卸資産 3,868 4,362

繰延税金資産 742 698

その他 1,094 585

貸倒引当金 △80 △79

流動資産合計 41,568 41,569

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,387 11,203

機械装置及び運搬具（純額） 2,853 4,852

土地 9,647 9,725

その他（純額） 2,886 3,242

有形固定資産合計 26,775 29,024

無形固定資産

のれん 87 185

その他 649 658

無形固定資産合計 736 843

投資その他の資産

投資有価証券 5,613 5,165

繰延税金資産 559 608

その他 5,221 2,988

貸倒引当金 △222 △234

投資その他の資産合計 11,171 8,528

固定資産合計 38,683 38,396

資産合計 80,252 79,965
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,583 11,662

短期借入金 2,014 1,978

1年内償還予定の社債 122 72

未払法人税等 1,693 1,054

賞与引当金 1,461 1,475

役員賞与引当金 89 40

その他 4,682 3,914

流動負債合計 22,647 20,198

固定負債

社債 528 492

長期借入金 962 665

繰延税金負債 393 825

役員退職慰労引当金 310 308

退職給付に係る負債 1,474 1,529

その他 1,676 1,842

固定負債合計 5,345 5,665

負債合計 27,993 25,863

純資産の部

株主資本

資本金 8,108 8,108

資本剰余金 4,779 4,780

利益剰余金 37,982 39,880

自己株式 △23 △22

株主資本合計 50,845 52,746

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,201 1,143

退職給付に係る調整累計額 1 1

その他の包括利益累計額合計 1,202 1,144

新株予約権 3 －

非支配株主持分 207 210

純資産合計 52,259 54,101

負債純資産合計 80,252 79,965
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 51,026 51,792

売上原価 39,138 39,371

売上総利益 11,888 12,421

販売費及び一般管理費 8,527 8,713

営業利益 3,360 3,707

営業外収益

受取利息 25 15

受取配当金 52 50

その他 87 91

営業外収益合計 165 157

営業外費用

支払利息 30 29

為替差損 0 20

その他 31 21

営業外費用合計 61 70

経常利益 3,464 3,794

特別利益

固定資産売却益 0 0

新株予約権戻入益 0 2

受取保険金 － 3

その他 331 －

特別利益合計 332 6

特別損失

固定資産売却損 2 1

固定資産除却損 8 27

店舗閉鎖損失 1 14

その他 － 9

特別損失合計 11 52

税金等調整前四半期純利益 3,785 3,749

法人税、住民税及び事業税 1,341 1,216

法人税等調整額 1 △6

法人税等合計 1,342 1,209

四半期純利益 2,442 2,540

非支配株主に帰属する四半期純利益 1 2

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,440 2,537

決算短信（宝印刷） 2016年11月08日 09時04分 8ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社トーカイ(9729) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 7 ―

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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 2,442 2,540

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 268 △57

退職給付に係る調整額 △0 △0

その他の包括利益合計 268 △57

四半期包括利益 2,710 2,482

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,709 2,479

非支配株主に係る四半期包括利益 1 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）

Ⅰ 前第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)

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 24,832 20,190 5,897 50,919 106 51,026 － 51,026

セグメント間の内部
売上高又は振替高

25 0 158 184 1 186 △186 －

計 24,858 20,190 6,055 51,104 108 51,212 △186 51,026

セグメント利益 2,086 1,820 250 4,157 35 4,192 △831 3,360

(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△831百万円には、セグメント間取引消去31百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△862百万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

特記すべき事項はありません。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30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 25,513 20,091 6,090 51,695 97 51,792 － 51,792

セグメント間の内部
売上高又は振替高

21 0 164 186 1 188 △188 －

計 25,535 20,091 6,255 51,881 99 51,981 △188 51,792

セグメント利益 2,656 1,410 447 4,514 22 4,536 △829 3,707

(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△829百万円には、セグメント間取引消去38百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△867百万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

特記すべき事項はありません。
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