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2016年3月期 上期決算の総括 

福祉用具サプライ事業が順調に推移し、売上高は 
  前年同期比増収 
 
 

利益面では、レンタル資産の増加による減価償却費が 
  増加したものの、レンタル資産の保守費用を始めとする経費の 
  節減を図ったことにより各利益項目は前年同期比増益 
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2016年3月期 上期業績ハイライト（前年同期比） 

2015/3期 上期
実績

2016/3期 上期
実績

金額（百万円） 金額（百万円） 増減額（百万円） 増減率（%）

売上高 5,905 6,740 834 14.1%

営業利益 516 529 12 2.5%

経常利益 526 538 12 2.4%

純利益　（※） 295 350 54 18.5%

EBITDA 2,008 2,460 451 22.5%

前年同期比
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※ 親会社株主に帰属する四半期純利益 


ハイライト（前年同期比）

				2015/3期 上期
実績 キジッセキ		2016/3期 上期
実績 キジッセキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

				金額（百万円）		金額（百万円）		増減額（百万円） ゾウゲンガクヒャクマンエン		増減率（%） ゾウゲンリツ

		売上高		5,905		6,740		834		14.1%		5905600		6740262		834662

		営業利益		516		529		12		2.5%		516989		529881		12892

		経常利益		526		538		12		2.4%		526249		538637		12388

		純利益　（※） ジュンリエキ		295		350		54		18.5%		295438		350019		54581

		EBITDA		2,008		2,460		451		22.5%		2008912		2460016		451104

												1482663		1921379







2016年3月期 上期業績ハイライト（期初予想比） 

2016/3期 通期
期初予想

2016/3期 上期
実績

期初予想比

金額（百万円） 金額（百万円） 達成率（%）

売上高 13,500 6,740 49.9%

営業利益 900 529 58.9%

経常利益 900 538 59.8%

純利益　（※） 510 350 68.6%

１株当たり純利益(円） 32.82 22.53 －
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※ 親会社株主に帰属する四半期純利益 


ハイライト（期初予算比）

				2016/3期 通期
期初予想 ツウキキショヨソウ		2016/3期 上期
実績 カミキ		期初予想比 キショヨソウヒ

				金額（百万円）		金額（百万円）		達成率（%） タッセイリツ

		売上高		13,500		6,740		49.9%		13500000		6740262

		営業利益		900		529		58.9%		900000		529881

		経常利益		900		538		59.8%		900000		538637

		純利益　（※）		510		350		68.6%		510000		350019

		１株当たり純利益(円） カブアエン		32.82		22.53		－







経常利益 増減要因（前年同期比） 
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2016/3期
実績

前期末比

上期末（百万円） 3月末（百万円） 上期末（百万円） 増減額（百万円）

流動資産 4,364 3,674 4,463 788

固定資産 8,358 9,383 10,045 662

（レンタル資産） 6,995 7,859 8,398 539

資産合計 12,722 13,057 14,508 1,450

負債合計 2,941 3,069 4,434 1,364

純資産合計 9,781 9,987 10,074 86

負債純資産合計 12,722 13,057 14,508 1,450

2015/3期
実績

連結貸借対照表 
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BS()

				2015/3期
実績 キジッセキ				2016/3期
実績 キジッセキ		前期末比 ゼンキマツキマツマツヒ

				上期末（百万円） カミキマツ		3月末（百万円） ガツマツ		上期末（百万円） カミキマツ		増減額（百万円） ゾウゲンガク

		流動資産 リュウドウシサン		4,364		3,674		4,463		788		4364530		3674576		4463134		788558

		固定資産 コテイシサン		8,358		9,383		10,045		662		8358439		9383017		10045397		662380

		（レンタル資産） シサン		6,995		7,859		8,398		539		6995822		7859073		8398796		539723

		資産合計 シサンゴウケイ		12,722		13,057		14,508		1,450		12722969		13057593		14508532		1450939

		負債合計 フサイゴウケイ		2,941		3,069		4,434		1,364		2941345		3069610		4434452		1364842

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ		9,781		9,987		10,074		86		9781624		9987983		10074079		86096

		負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ		12,722		13,057		14,508		1,450		12722969		13057593		14508532		1450939

		自己資本比率 ジコシホンヒリツ		76.88%		76.49%		69.44%		-7.05%				5830104		5915978		85874

		現預金 ゲンヨキン				575		600		24				575930		600644		24714

		短期貸付金 タンキカシツケキン				187		589		401				187743		589442		401699

		有価証券 ユウカショウケン				799		999		199				799953		999941		199988

		現預金・有価証券・短期貸付金 ゲンヨキンユウカショウケンタンキカシツケキン				1563		2190		626				1563626		2190027		626401

		レンタル資産 シサン				7859		8398		539				7859073		8398796		539723

		流動負債 リュウドウフサイ				2320		2166		-153				2320047		2166867		-153180

		固定負債 コテイフサイ				749		2267		1518				749562		2267585		1518023

		利益剰余金 リエキジョウヨキン				5830		5915		85				5830104		5915978		85874







連結キャッシュ・フロー 

2015/3期 上期
実績

2016/3期 上期
実績

前年同期比

金額（百万円） 金額（百万円） 増減額（百万円）

現金及び現金同等物の期首残高 2,674 1,375 ▲ 1,298

営業活動によるキャッシュ・フロー ▲ 281 ▲ 330 ▲ 49

（うちレンタル資産の取得による支出） ▲ 1,987 ▲ 2,651 ▲ 664

投資活動によるキャッシュ・フロー 179 ▲ 680 ▲ 859

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 341 1,235 1,577

現金及び現金同等物の期末残高 2,230 1,600 ▲ 630
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CF

				2015/3期 上期
実績 キカミキジッセキ		2016/3期 上期
実績 キカミキジッセキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

				金額（百万円） キンガク		金額（百万円） キンガク		増減額（百万円） ゾウゲンガク

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		2,674		1,375		▲ 1,298		2674387		1375884		-1298503

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		▲ 281		▲ 330		▲ 49		-281062		-330360		-49298

		（うちレンタル資産の取得による支出） シサンシュトクシシュツ		▲ 1,987		▲ 2,651		▲ 664		-1987187		-2651866		-664679

		投資活動によるキャッシュ・フロー カツドウ		179		▲ 680		▲ 859		179358		-680499		-859857

		財務活動によるキャッシュ・フロー カツドウ		▲ 341		1,235		1,577		-341695		1235463		1577158

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		2,230		1,600		▲ 630		2230988		1600586		-630402

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		1482		1921		438		1482663		1921379		438716

		有形固定資産取得の支出 ユウケイコテイシサンシュトクシシュツ		-76		-165		-88		-76773		-165768		-88995

		短期貸付金 タンキカシツケキン		279		-401		-680		279132		-401698		-680830
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レンタル資産の保有状況の推移 
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 Ⅱ 2016年3月期 通期業績見通し 

 Ⅰ 2016年3月期 決算概況 
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2016年3月期 基本方針 

   福祉用具サプライ事業の更なる拡大 
 

   医療と介護の連携サービスへの取り組み 

►  売上高の前期比 2ケタ増加 
 

►  積極的なレンタル資産購入による償却費の増加 
 

►  長期的成長を見据えた営業基盤強化に伴う 
     コスト（人件費・拠点整備費用 etc.）の増加 



全国 福祉用具貸与費の推移 
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 0 

出所：国民健康保険中央会資料より当社作成 
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2016年3月期 福祉用具サプライ事業 重点施策① 

■ 営業拠点数の推移 

・ 5月に久留米ステーション、8月に所沢営業所を開設 

営業拠点の増設による販売ネットワークの強化 

■ 2016年3月期 営業拠点開設実績 

開設日 名称 所在地 

5/1 久留米ステーション 開設 
福岡県 

久留米市 

6/24 
柏営業所 機能強化 

（松戸ステーションと統合） 
千葉県 
柏市 

8/10 所沢営業所 開設 
埼玉県 
入間郡 
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2016年3月期 福祉用具サプライ事業 重点施策② 

■ グリーンケア オンラインショップ 

・ 全国営業拠点における商品在庫の拡充による配送時間の短縮 

 「グリーンケア オンラインショップ」の拡大 
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2016年3月期 福祉用具サプライ事業 重点施策③ 

・ 当社オリジナル車いす「ケアフィットプラス」の好調 
・ 「ケアフィットプラス」介助型の開発 

 
 
 

 レンタル商品のラインナップ拡充 

 腰痛予防/中重度者増加  2014年 4月   マイティライトⅢ（移動用リフト） 

 認知症増加  2014年 4月   家族コール（認知症老人徘徊感知機器） 

 老々介護世帯増加  2014年 11月  アシストホイールライト（介助者アシスト型車いす） 

 多機能車いす需要増加 
 2015年 2月  オリジナル車いす ケアフィットプラス（自走用） 

 2016年   春  オリジナル車いす ケアフィットプラス（介助用） 

■アシストホイールライト ■ マイティライトⅢ ■ 家族コール ■ケアフィットプラス（自走型） 



訪問看護ステーション 
亀田 

グリーンメディ 
訪問看護ステーション 

初台 

グリーンメディ 
訪問看護ステーション 

明大前 

グリーンメディ 
訪問看護ステーション 

浜田山分室 
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2016年3月期 医療と介護の連携サービスへの取り組み 

訪問看護ステーションの現状 

 ソフィアメディ㈱との連携 

・ 首都圏最大の訪問看護サービスを展開する同社と人材交流等で連携 



■ 献立付き冷凍食キット 
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2016年3月期 介護保険対象外事業の展開① 

 「けあピア」 会員介護施設向けサポート事業 

・ 食事サービス及び施設内家電の調達をサポート 

■ ネットショッピングサイト「けあピア家電販売」 



■ デイサービス持ち帰り販売 
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2016年3月期 介護保険対象外事業の展開② 

デイサービス利用者向け冷凍弁当販売 

・ デイサービス送迎車両を活用することで配送料を抑え、１食からの販売が可能 

製造 
メーカー 

デイ 
サービス 
センター 

利用者宅 

利用者宅 

利用者宅 送迎車 
（無料） 

要冷配送車 
（有料） 

バランス
のとれた
栄養価 

レンジで 
簡単調理 

必要な分 
だけ温め
ロスなし 

豊富な 
メニュー 

冷凍だか
ら長期保
存も安心 

■ 対象商品： ベストランチ 

保冷剤 

冷凍弁当 

デイサービス 
センター内 
冷凍庫 

送迎車 

送迎車のコールドチェーン 
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2016年3月期 他介護事業者との業務提携 

・ IIF社へ7月に出資、弊社既存事業との相乗効果を狙う 

 インターネットインフィニティー㈱（IIF社）との業務提携 

■ インターネットインフィティー 
 
・在宅介護事業 
  訪問介護・通所介護・居宅支援 
  ・福祉用具レンタル 
 

・シニア・シルバーマーケティング支援 
 ケアマネジメント・オンラインの運営 
 （ケアマネジャー会員8.1万人） 

 

 
・リハビリ型デイサービス事業 

■ 福祉用具レンタル事業との相乗効果 
 

 ・IIF社 福祉用具レンタル事業所への 
  福祉用具の提供 
 
 ・ケアマネジャー会員への 
  当社オリジナル商品のPR 
 

■ 介護保険対象外事業との相乗効果 
 

  ・当社 介護事業者向けWebサイト 
   「けあピア」のコンテンツ充実 
 
  ・デイサービス送迎車両を活用した 
   冷凍弁当持ち帰り販売 



2015/3期
実績

2016/3期
期初予想(5/7）

金額（百万円） 金額（百万円） 増減額（百万円） 増減率（%）

売上高 12,131 13,500 1,368 11.3%

営業利益 962 900 ▲ 62 ▲ 6.5%

経常利益 975 900 ▲ 75 ▲ 7.8%

純利益　（※） 505 510 4 0.9%

１株当たり純利益（円） 32.51 32.82 0.31 －

前期比
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2016年3月期 通期業績予想 

※ 親会社株主に帰属する当期純利益 


通期業績予想（利益率なし）

				2015/3期
実績 キジッセキ		2016/3期
期初予想(5/7） キキショヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				金額（百万円） キンガクヒャクマンエン		金額（百万円）		増減額（百万円） ゾウゲンガクヒャクマンエン		増減率（%） ゾウゲンリツ

		売上高		12,131		13,500		1,368		11.3%		12131210		13500000		1368790

		営業利益		962		900		▲ 62		▲ 6.5%		962283		900000		-62283

		経常利益		975		900		▲ 75		▲ 7.8%		975834		900000		-75834

		純利益　（※）		505		510		4		0.9%		505216		510000		4784

		１株当たり純利益（円） カブアエン		32.51		32.82		0.31		－







高齢社会への貢献 
－安心できる商品の供給と真心のこもったサービスの提供－ 
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本資料に記載されている計画、予測等は、現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、リスクや不
確定な要因を含んでおります。そのため、さまざまな要因の変化により、実際の業績は、記載されている見
通し・計画とは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 

本資料に関する注意事項 
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