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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第3四半期 62,170 3.2 5,235 7.2 5,459 5.9 2,153 △25.9
23年3月期第3四半期 60,222 3.4 4,882 21.1 5,157 21.5 2,906 16.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,253百万円 （△15.8％） 23年3月期第3四半期 2,676百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 120.75 120.63
23年3月期第3四半期 163.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 59,582 34,672 57.8
23年3月期 56,648 33,010 57.9
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  34,449百万円 23年3月期  32,813百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
※23年３月期期末配当金の内訳  記念配当 10円00銭 

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

23年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
24年3月期 ― 15.00 ―
24年3月期（予想） 15.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 82,614 2.7 6,852 2.3 7,023 0.3 3,187 △19.9 178.74



(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  

（注） 大和メンテナンス株式会社を第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。 
    また、株式会社エム・イー・工房は、平成23年10月１日付で当社と合併しておりますが、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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決
算短信〔添付資料〕Ｐ．３「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 18,020,673 株 23年3月期 18,020,673 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 190,188 株 23年3月期 189,686 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 17,830,685 株 23年3月期3Q 17,831,366 株
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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 

当第３四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旧の動きにあわせ

企業活動や個人消費の一部に回復の兆しが表れましたが、原発事故による全国的な電力不足懸念、

長引く円高、タイの洪水被害、ユーロ危機などの影響により、低調に推移しました。 

当社グループの事業におきましては、ヘルスケア関連の事業を展開する「健康生活サービス」、

「調剤サービス」セグメントが老齢人口の増加を背景に堅調に推移しておりますが、清掃関連事

業を展開する「環境サービス」セグメントは、顧客先である法人の経費削減や個人の消費低迷が

続いており、景気後退の影響が残る結果となりました。 

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連結売上高は、「健康生活サービ

ス」、「調剤サービス」、「環境サービス」の主要３セグメント全てにおいて増収を達成するこ

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主力

である商品のレンタルで契約件数を伸ばすことができたものの、ＳＰＤの契約見直し等により減

収となりました。しかしながら、介護用品レンタルを行うシルバー事業が地域密着のきめ細かな

営業活動により着実に利用者を増やすことができたことに加え、給食事業も新規受託の獲得によ

り売上を伸ばしたため、病院関連事業での減収を補い、その結果、同セグメントは増収となりま

した。 

また「調剤サービス」では、新規出店による処方箋受付回数の増加や、処方箋単価の上昇によ

り増収を達成しました。「環境サービス」においても、清掃事業が順調に推移したためリースキ

ン事業の減収を補い、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、「健康生活サービス」の売上増加に伴い、レンタル資材の購入費が増

加しましたが、「調剤サービス」における増収効果およびコスト圧縮効果が寄与し、営業利益、

経常利益ともに増益を果たすことができました。四半期純利益につきましては、税金費用が増加

し減益となりました。 

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、売上高は621億70百万円（前年同四

半期比19億48百万円増 3.2％増）、営業利益は52億35百万円（前年同四半期比3億52百万円増 

7.2％増）、経常利益は54億59百万円（前年同四半期比3億2百万円増 5.9％増）、四半期純利益は

21億53百万円（前年同四半期比7億53百万円減 25.9％減）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における総資産は595億82百万円（前連結会計年度末比29億34百万円増）、負債

は249億9百万円(前連結会計年度末比12億71百万円増)となりました。純資産は346億72百万円（前

連結会計年度末比16億62百万円増）、自己資本比率は57.8％（前連結会計年度末比0.1ポイント

減）となりました。このうち、総資産の増加につきましては、繰延税金資産が12億29百万円減少

したものの、現金及び預金が27億41百万円および有価証券が7億80百万円増加したことなどによる

ものであります。負債の増加につきましたは、借入金が7億77百万円減少したものの、支払手形及

び買掛金が16億36百万円増加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
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しては、配当金の支払が6億24百万円あったものの、四半期純利益21億53百万円を計上したことな

どによるものであります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現段階で入手可能な資料に基づき平成24年３月期通期の連結業績予想を検討した結果、平成23

年10月28日に発表しました業績予想を踏襲いたします。 
 
 

 

２.  サマリー情報（その他）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 
  

該当事項はありません。 
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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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,916 13,657

受取手形及び売掛金 11,229 11,677

有価証券 419 1,200

たな卸資産 2,738 2,980

繰延税金資産 1,116 531

その他 442 372

貸倒引当金 △45 △57

流動資産合計 26,816 30,363

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,547 9,344

機械装置及び運搬具（純額） 1,872 1,758

土地 8,733 8,714

その他（純額） 2,165 2,682

有形固定資産合計 22,319 22,500

無形固定資産   

のれん 263 276

その他 855 826

無形固定資産合計 1,118 1,103

投資その他の資産   

投資有価証券 2,432 2,407

繰延税金資産 1,625 979

その他 2,398 2,297

貸倒引当金 △63 △68

投資その他の資産合計 6,393 5,615

固定資産合計 29,831 29,219

資産合計 56,648 59,582

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,954 9,590

短期借入金 2,731 2,889

1年内償還予定の社債 1,100 1,100

未払法人税等 596 1,348

賞与引当金 1,332 646

役員賞与引当金 88 60

その他 3,437 3,829

流動負債合計 17,240 19,465

固定負債   

社債 450 400

長期借入金 2,600 1,665

繰延税金負債 38 33

退職給付引当金 1,289 1,368

役員退職慰労引当金 316 278

その他 1,703 1,698

固定負債合計 6,398 5,444

負債合計 23,638 24,909
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,108 8,108

資本剰余金 4,662 4,662

利益剰余金 20,415 21,962

自己株式 △206 △207

株主資本合計 32,979 34,525

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △151 △63

繰延ヘッジ損益 △14 △13

その他の包括利益累計額合計 △166 △76

新株予約権 8 24

少数株主持分 188 199

純資産合計 33,010 34,672

負債純資産合計 56,648 59,582
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 60,222 62,170

売上原価 44,938 45,818

売上総利益 15,283 16,352

販売費及び一般管理費 10,401 11,117

営業利益 4,882 5,235

営業外収益   

受取利息 17 19

受取配当金 45 53

匿名組合投資利益 79 －

保険解約返戻金 85 85

その他 204 185

営業外収益合計 432 343

営業外費用   

支払利息 108 89

その他 48 29

営業外費用合計 157 119

経常利益 5,157 5,459

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 43 0

投資有価証券償還益 － 7

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 44 9

特別損失   

固定資産除却損 8 15

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 60 －

投資有価証券評価損 － 198

その他 18 9

特別損失合計 87 223

税金等調整前四半期純利益 5,114 5,245

法人税、住民税及び事業税 549 1,864

法人税等調整額 1,658 1,216

法人税等合計 2,207 3,081

少数株主損益調整前四半期純利益 2,906 2,164

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 11

四半期純利益 2,906 2,153
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,906 2,164

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △231 87

繰延ヘッジ損益 1 1

その他の包括利益合計 △230 89

四半期包括利益 2,676 2,253

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,675 2,242

少数株主に係る四半期包括利益 0 11
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）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。 
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