
第４【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28

年６月１日から平成28年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成

28年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期

レビューを受けております。 
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１【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２月29日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 20,386 25,841 

受取手形及び売掛金 35,768 38,730 

電子記録債権 3,744 5,496 

有価証券 100 － 

たな卸資産 ※ 2,897 ※ 2,881 

関係会社寄託金 37,362 33,713 

その他 5,776 6,191 

貸倒引当金 △360 △264 

流動資産合計 105,674 112,589 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,642 1,617 

土地 1,978 1,975 

その他（純額） 3,464 4,178 

有形固定資産合計 7,086 7,771 

無形固定資産    

のれん 7,989 7,451 

その他 2,408 2,496 

無形固定資産合計 10,397 9,948 

投資その他の資産    

投資有価証券 4,463 4,329 

その他 4,221 4,647 

貸倒引当金 △494 △492 

投資その他の資産合計 8,190 8,485 

固定資産合計 25,674 26,204 

資産合計 131,349 138,794 
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    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成28年２月29日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年８月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 23,487 26,432 

電子記録債務 4,970 6,312 

短期借入金 － 28 

1年内返済予定の長期借入金 － 31 

未払法人税等 4,083 3,399 

賞与引当金 1,241 1,753 

役員業績報酬引当金 115 64 

その他 10,923 10,167 

流動負債合計 44,821 48,189 

固定負債    

長期借入金 － 308 

役員退職慰労引当金 202 212 

退職給付に係る負債 1,714 1,672 

資産除去債務 42 36 

その他 568 581 

固定負債合計 2,527 2,811 

負債合計 47,348 51,001 

純資産の部    

株主資本    

資本金 3,238 3,238 

資本剰余金 18,862 18,946 

利益剰余金 59,393 63,369 

自己株式 △441 △436 

株主資本合計 81,052 85,118 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 648 548 

為替換算調整勘定 372 118 

退職給付に係る調整累計額 △495 △441 

その他の包括利益累計額合計 525 225 

新株予約権 221 263 

非支配株主持分 2,200 2,186 

純資産合計 84,000 87,792 

負債純資産合計 131,349 138,794 
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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３月１日 

 至 平成27年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

売上高 142,783 151,400 

売上原価 124,185 131,855 

売上総利益 18,598 19,544 

販売費及び一般管理費 ※１ 10,476 ※１ 11,039 

営業利益 8,121 8,505 

営業外収益    

受取利息 48 32 

受取配当金 28 41 

持分法による投資利益 40 32 

その他 23 64 

営業外収益合計 139 170 

営業外費用    

支払利息 4 10 

為替差損 4 42 

事故補償費用 37 49 

その他 74 67 

営業外費用合計 121 169 

経常利益 8,139 8,506 

特別利益    

事業分離における移転利益 － 469 

投資有価証券売却益 160 － 

特別利益合計 160 469 

特別損失    

事業整理損 － ※２ 133 

災害による損失 － ※３ 56 

投資有価証券評価損 9 － 

その他 － 12 

特別損失合計 9 202 

税金等調整前四半期純利益 8,290 8,773 

法人税、住民税及び事業税 3,039 2,952 

法人税等調整額 389 264 

法人税等合計 3,429 3,217 

四半期純利益 4,860 5,556 

非支配株主に帰属する四半期純利益 178 214 

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,682 5,342 
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【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３月１日 

 至 平成27年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

四半期純利益 4,860 5,556 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △40 △99 

為替換算調整勘定 △27 △349 

退職給付に係る調整額 16 53 

その他の包括利益合計 △52 △395 

四半期包括利益 4,808 5,160 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 4,614 5,041 

非支配株主に係る四半期包括利益 193 119 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 

 至 平成27年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 8,290 8,773 

減価償却費 776 989 

のれん償却額 578 430 

賞与引当金の増減額（△は減少） 604 523 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △39 11 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 10 

受取利息及び受取配当金 △76 △73 

支払利息 4 10 

持分法による投資損益（△は益） △40 △32 

事業分離における移転損益（△は益） － △469 

投資有価証券売却損益（△は益） △160 － 

売上債権の増減額（△は増加） △4,128 △5,173 

たな卸資産の増減額（△は増加） △18 △1 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,507 4,414 

未払金の増減額（△は減少） △1,493 △318 

未収入金の増減額（△は増加） △770 △459 

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,486 △301 

その他 12 △157 

小計 4,562 8,176 

利息及び配当金の受取額 76 101 

利息の支払額 △3 △12 

法人税等の支払額 △3,605 △3,512 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,029 4,753 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △60 △140 

定期預金の払戻による収入 60 340 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,365 △1,832 

有価証券の売却及び償還による収入 － 100 

投資有価証券の取得による支出 △2 △114 

投資有価証券の売却及び償還による収入 183 100 

子会社株式の取得による支出 △136 － 

関係会社消費寄託による支出 △110,425 △103,351 

関係会社消費寄託金返還による収入 109,608 107,000 

事業分離による収入 － 471 

その他 △82 △413 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,218 2,159 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） － 28 

長期借入れによる収入 － 340 

配当金の支払額 △1,312 △1,370 

その他 △67 △68 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,380 △1,070 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72 △187 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,642 5,655 

現金及び現金同等物の期首残高 15,476 19,473 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 12,833 ※ 25,128 
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲及び持分法適用の範囲に重要な変更はありません。 

 

（会計方針の変更）

（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。当該表示の変更を反映させるため、前第２四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。 

 当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の

変動を伴わない子会社株式の取得に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキ

ャッシュ・フロー」の区分に記載しております。 

 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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益及び当第２四半期連結会計期間末の資本剰余金

に与える影響は軽微であります。 

 

（追加情報）

（法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正） 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改

正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日

以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに

伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従前の32.0％から平成

29年３月１日に開始する連結会計年度及び平成30年３月１日に開始する連結会計年度に解消が

見込まれる一時差異については30.8％に、平成31年３月１日に開始する連結会計年度以降に解

消が見込まれる一時差異については、30.6％となります。 

 なお、この税率変更による影響額は軽微であります。 
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（四半期連結貸借対照表関係）

※  たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（平成28年２月29日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成28年８月31日） 

商品 2,534百万円 2,530百万円 

仕掛品 48 66 

原材料及び貯蔵品 314 285 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
 前第２四半期連結累計期間 
（自  平成27年３月１日 

  至  平成27年８月31日） 

 当第２四半期連結累計期間 
（自  平成28年３月１日 

  至  平成28年８月31日） 

給与手当 3,722百万円 3,924百万円 

貸倒引当金繰入額 90 33 

賞与引当金繰入額 341 497 

役員業績報酬引当金繰入額 45 57 

退職給付費用 144 149 

役員退職慰労引当金繰入額 8 10 

 

※２  事業整理損 

当第２四半期連結累計期間(自  平成28年３月１日  至  平成28年８月31日) 

当社省エネ事業に係る機器の整理に関する臨時損失等であります。 

 

※３  災害による損失 

当第２四半期連結累計期間(自  平成28年３月１日  至  平成28年８月31日) 

熊本地震に伴い支出した災害対策本部・応援費用等であります。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成27年３月１日
至  平成27年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成28年３月１日
至  平成28年８月31日）

現金及び預金 13,137百万円 25,841百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △304 △712

現金及び現金同等物 12,833 25,128
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自  平成27年３月１日  至  平成27年８月31日） 

１．配当金支払額 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年４月９日

取締役会
普通株式 1,313 25.00 平成27年２月28日 平成27年５月８日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半

期連結会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年10月７日

取締役会
普通株式 1,365 26.00 平成27年８月31日 平成27年11月10日 利益剰余金

 

３．株主資本の著しい変動 

  該当事項はありません。 

 

当第２四半期連結累計期間（自  平成28年３月１日  至  平成28年８月31日） 

１．配当金支払額 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年４月13日

取締役会
普通株式 1,365 26.00 平成28年２月29日 平成28年５月10日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半

期連結会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年10月５日

取締役会
普通株式 1,471 28.00 平成28年８月31日 平成28年11月10日 利益剰余金

（注）１株当たり配当額には、イオンディライト株式会社10周年記念配当１円00銭が含まれております。 

 

３．株主資本の著しい変動 

  該当事項はありません。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自  平成27年３月１日  至  平成27年８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（総合ＦＭＳ事業） 

 
設備管理 

事業 警備事業 清掃事業 
建設施工 

事業 
資材関連 

事業 
自動販売機 

事業 
サポート 

事業 合計 

売上高                

外部顧客への売上高 24,394 18,600 23,379 26,253 24,525 16,955 8,673 142,783 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
45 141 96 123 46 － 1,119 1,573 

計 24,440 18,741 23,476 26,377 24,571 16,955 9,793 144,357 

セグメント利益 2,154 1,427 3,017 1,993 1,232 1,225 911 11,962 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差

額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 11,962

セグメント間取引消去 △305

のれんの償却額 △578

全社費用（注） △2,957

四半期連結損益計算書の営業利益 8,121

（注）  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．報告セグメントごとののれん等に関する情報 

  のれんについて、当社グループは、総合ＦＭＳ事業推進に伴う戦略的費用と認識して

おり、各報告セグメントの算定には含めておりません。 
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  平成28年３月１日  至  平成28年８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（総合ＦＭＳ事業） 

 
設備管理 

事業 警備事業 清掃事業 
建設施工 

事業 
資材関連 

事業 
自動販売機 

事業 
サポート 

事業 合計 

売上高                

外部顧客への売上高 25,451 20,408 26,743 26,588 25,859 16,911 9,437 151,400 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
78 122 92 95 43 － 1,083 1,516 

計 25,529 20,531 26,836 26,684 25,902 16,911 10,521 152,917 

セグメント利益 2,157 1,418 3,008 1,786 1,343 1,418 1,154 12,287 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差

額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 12,287

セグメント間取引消去 △238

のれんの償却額 △430

全社費用（注） △3,112

四半期連結損益計算書の営業利益 8,505

（注）  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．報告セグメントごとののれん等に関する情報 

  のれんについて、当社グループは、総合ＦＭＳ事業推進に伴う戦略的費用と認識して

おり、各報告セグメントの算定には含めておりません。 
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（１株当たり情報）

  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目
前第２四半期連結累計期間
（自  平成27年３月１日
至  平成27年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成28年３月１日
至  平成28年８月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 89円14銭 101円66銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
4,682 5,342

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（百万円）
4,682 5,342

普通株式の期中平均株式数（千株） 52,527 52,546

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 88円93銭 101円40銭

普通株式増加数（千株） 126 133

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

 

（重要な後発事象）

  該当事項はありません。 

 

２【その他】

  平成28年10月５日開催の取締役会において、第44期（平成28年３月１日から平成29年２月28日）

の中間配当について次のとおり決議いたしました。 

(1）配当金の総額 1,471百万円 

(2）１株当たり配当金 28円00銭 

(3）支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成28年11月10日 

   

 （注）１株当たり配当金には、イオンディライト株式会社10周年記念配当１円00銭が含まれてお

ります。 
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