
第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 

売上高 (百万円) 181,931 181,684 188,987 187,511 180,940 

経常利益 (百万円) 9,818 8,065 7,013 8,549 8,150 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
(百万円) 2,715 3,085 2,598 3,934 3,458 

包括利益 (百万円) 3,170 4,254 2,797 6,435 1,393 

純資産額 (百万円) 27,181 34,011 38,329 43,467 41,970 

総資産額 (百万円) 183,735 177,642 173,620 165,702 160,303 

１株当たり純資産額 (円) 262.92 289.34 325.75 368.15 362.77 

１株当たり当期純利益金額 (円) 27.17 29.85 22.67 34.16 30.01 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
(円) ※２ － ※２ － ※２ － 34.12 26.89 

自己資本比率 (％) 14.3 18.6 21.6 25.7 25.6 

自己資本利益率 (％) 13.2 10.4 7.4 9.9 8.3 

株価収益率 (倍) 14.6 10.9 15.5 15.3 19.5 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) 28,584 25,713 22,806 27,265 21,395 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △10,037 △9,983 △9,664 △8,851 △11,015 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △24,255 △14,051 △14,125 △18,764 △9,150 

現金及び現金同等物の期末

残高 
(百万円) 2,432 4,116 3,150 2,821 4,044 

従業員数 
（人） 

3,957 3,911 3,888 3,886 3,856 

[外、平均臨時雇用者数] [902] [666] [658] [700] [787] 

（注）１．売上高には消費税及び地方消費税（以下消費税等という）は含まれておりません。

※２．第１期、第２期及び第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．当社は平成24年11月29日開催の取締役会において、「従業員持株会型ＥＳＯＰ」（詳細については「第５ 

経理の状況 １ 連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 注記事項 追加情報」に記載しております。）を

導入しております。

当制度の導入に伴い、第２期、第３期、第４期及び第５期の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益

金額を算定するための普通株式の期中平均株式数については、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が

所有する当社株式を控除しております。

なお、当連結会計年度末において、信託は終了しております。

４．「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）等を適用し、当連結会計年度よ

り、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 

営業収益 (百万円) 4,260 5,511 6,283 6,116 6,204 

経常利益 (百万円) 1,409 1,205 1,842 1,774 1,785 

当期純利益 (百万円) 1,256 2,282 1,572 1,250 1,377 

資本金 (百万円) 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

発行済株式総数 (千株) 155,199 155,199 155,199 155,199 139,679 

純資産額 (百万円) 27,809 27,791 28,051 28,097 24,794 

総資産額 (百万円) 73,407 81,392 98,895 100,062 102,334 

１株当たり純資産額 (円) 217.71 233.36 234.68 234.21 217.21 

１株当たり配当額 
（円） 

12.00 12.00 12.00 12.00 14.00 

(内１株当たり中間配当額) (7.00) (6.00) (6.00) (6.00) (6.00) 

１株当たり当期純利益金額 (円) 8.10 20.32 13.33 10.56 11.62 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
(円) ※２ － ※２ － ※２ － 10.55 10.44 

自己資本比率 (％) 37.4 33.7 28.0 27.8 24.0 

自己資本利益率 (％) 4.6 8.3 5.7 4.5 5.3 

株価収益率 (倍) 49.1 16.0 26.3 49.3 50.4 

配当性向 (％) 148.1 59.1 90.0 113.6 120.5 

従業員数 
（人） 

94 123 76 72 80 

[外、平均臨時雇用者数] [8] [7] [7] [6] [7] 

（注）１．売上高には消費税及び地方消費税（以下消費税等という）は含まれておりません。 

※２．第１期、第２期及び第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．当社は平成24年11月29日開催の取締役会において、「従業員持株会型ＥＳＯＰ」（詳細については「第５ 

経理の状況 ２ 財務諸表等 （1）財務諸表 注記事項 追加情報」に記載しております。）を導入して

おります。

当制度の導入に伴い、第２期、第３期、第４期及び第５期の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益

金額を算定するための普通株式の期中平均株式数については、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が

所有する当社株式を控除しております。

なお、当連結会計年度末において、信託は終了しております。
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２【沿革】

平成22年11月 株式会社ザ・トーカイ及び株式会社ビック東海（以下、「両社」という。）が経営統合を行い、

株式移転により当社を設立することに合意。

平成23年１月 両社の臨時株主総会において、当社設立に係る株式移転計画を承認。

平成23年４月 当社設立により、両社が当社の完全子会社となる。

株式会社ザ・トーカイより東海ガス株式会社の株式を取得し、当社の完全子会社とする。

当社普通株式を東京証券取引所に上場。

平成23年10月 株式会社ザ・トーカイの情報通信事業を吸収分割により株式会社ビック東海に承継。

株式会社ビック東海が社名を株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズに変更。

平成24年４月 総合リフォーム事業へ本格進出。

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズがＣＡＴＶ事業を分社化し、株式会社ＴＯＫＡＩケー

ブルネットワークを設立。

拓開（上海）商貿有限公司を設立し、中国でアクア事業を開始。

平成25年３月 株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズが凌群電腦股份有限公司と合弁で台湾に雲碼股份有限

公司を設立。

平成25年10月 当社より間接部門業務を分社し、株式会社ＴＯＫＡＩマネジメントサービスを設立。

平成25年11月 株式会社ＴＯＫＡＩマネジメントサービスが株式会社マックスフィールズと合弁で株式会社ＴＯ

ＫＡＩヒューマンリソースエボルを設立。

平成26年４月 ミャンマー連邦共和国におけるガス及び石油事業の展開を目的にTOKAI Myanmar Co., Ltd.を設

立。 

平成26年12月 静岡県内における液化石油ガス事業の配送業務の効率化を推進するため、株式会社エナジーライ

ンを設立。 

平成27年４月 マーケティング・販売体制の更なる強化を図るため、株式会社ＴＯＫＡＩホームガスを設立。

平成27年10月 東京電力株式会社（現：東京電力エナジーパートナー株式会社）と業務提携し、高圧向け電力販

売を開始。
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３【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社22社及び関連会社４社により構成されております。事業内容が、エネルギー、住宅

建築・不動産販売、ＣＡＴＶ、情報通信サービス、宅配水の販売、介護サービス等と多岐に亘っておりますが、事業

セグメントは６区分としております。セグメント毎の主な事業部門の内容、当社及び関係会社の当該部門における位

置づけは、次のとおりであります。 

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当してお

り、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断すること

となります。 

① ガス及び石油

当社グループの中核となる事業セグメントであり、次の４事業部門により構成しております。

＜液化石油ガス・石油事業部門＞ 

液化石油ガス、液化天然ガス、石油製品及びこれらに関連する機器工事の販売等が主たる事業内容であり、

㈱ザ・トーカイ、東海ガス㈱及び㈲大須賀ガスサービスが販売を行い、主に㈱ザ・トーカイが仕入を行ってお

ります。また、東海造船運輸㈱が関連する陸上輸送を行い、㈱ザ・トーカイ、㈱ＴＯＫＡＩホームガス及び東

海ガス㈱が顧客の管理及び新規開拓等を行っているほか、㈱エナジーラインが充填・配送を行っております。 

このほか、㈱ザ・トーカイが各種高圧ガス容器の再検査及び塗装を行っており、㈱ジョイネットが液化石油

ガスの製造を行っております。 

海外においては、ミャンマー連邦共和国ヤンゴンに所在するTOKAI Myanmar Co., Ltd.が、液化石油ガスに

関連する機器工事の販売を行っております。 

（注）㈱ＴＯＫＡＩホームガスは平成27年４月１日に設立いたしました。 

＜都市ガス事業部門＞ 

東海ガス㈱が静岡県焼津市、藤枝市等において、都市ガス（天然ガス）を供給しております。 

＜高圧ガス事業部門＞ 

㈱ザ・トーカイが酸素、窒素等の高圧ガス及び関連機材の販売を行っており、関連会社静岡液酸㈱が高圧ガ

スの製造を行っております。 

＜セキュリティ事業部門＞ 

㈱ザ・トーカイがセキュリティ（機械警備業務）サービスを行っております。 

 

② 建築及び不動産

㈱ザ・トーカイが住宅、店舗等の建築、設計、設備機器の販売、不動産の開発、売買、賃貸及び仲介等を行って

おります。また、㈱ザ・トーカイと東海ガス㈱がリフォーム事業を行っております。 

 

③ ＣＡＴＶ

㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク、㈱いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ、厚木伊勢原ケーブル

ネットワーク㈱、㈱イースト・コミュニケーションズ、エルシーブイ㈱、㈱倉敷ケーブルテレビ及び㈱トコちゃん

ねる静岡がＣＡＴＶ事業を、㈱ネットテクノロジー静岡がその関連事業を行っております。 

 

④ 情報及び通信サービス

情報及び通信サービス事業については、次の４事業部門により構成しております。

 

＜システムイノベーションサービス事業部門＞

㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズがソフトウェアの開発、情報処理サービス及び関連機器の販売を行っ

ております。

また、台湾台北市に所在する関連会社雲碼股份有限公司（クラウドマスター）がソフトウェアの開発、情

報処理サービス及び関連機器の販売を行っております。
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＜企業向け通信事業部門＞

㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズが光ファイバー賃貸サービス、データ伝送サービスを行っております。

＜ＡＤＳＬ・ＦＴＴＨ事業部門＞

㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズが静岡県ではＴＯＫＡＩネットワーククラブ（ＴＮＣ）及びＷｅｂしず

おか、静岡県を除く全国では＠Ｔ ＣＯＭ（アットティーコム）のブランドで直販を行っており、また、静岡

県及び関東地域においてＡＤＳＬ回線の卸売を行っております。 

＜モバイル事業部門＞

㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズがソフトバンク㈱の代理店としてショップの運営、顧客の取次業務等を

行っております。 

 

⑤ アクア

㈱ザ・トーカイが天然水等を利用した飲料水の製造及び販売を行っており、東海造船運輸㈱が関連する陸上輸送

及び宅配を行っております。また、拓開（上海）商貿有限公司が中国上海市及びその近郊において飲料水の販売を

行っております。

 

⑥ その他

その他の事業については、次の３事業部門により構成しております。

＜婚礼催事ホテル事業部門＞

㈱ブケ東海三島が静岡県三島市において総合結婚式場及び催事場の運営を行っており、トーカイシティサー

ビス㈱が静岡市「葵タワー」において婚礼催事会場「グランディエール ブケトーカイ」を運営しておりま

す。 

また、関連会社㈱和栄がホテル事業を行っております。 

（注）㈱ブケ東海御殿場は平成28年３月10日付をもって清算結了しました。 

＜船舶修繕事業部門＞

東海造船運輸㈱が主として遠洋・近海漁業船舶等の修繕工事を行っております。

＜その他サービス事業部門＞

㈱ザ・トーカイが保険代理店事業を、ＴＯＫＡＩライフプラス㈱が介護事業を行っております。

また、関連会社㈱ＴＯＫＡＩヒューマンリソースエボルが労働者派遣事業を行っております。

（注）㈱ブケ東海三島は平成27年９月30日付をもって旅行代理店事業を廃業いたしました。
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上記の当社グループの状況について図示すると次のとおりであります。 

(当社) (事業区分)  (事業部門)             (事 業 会 社)

 

(注) １．○連結子会社、＊持分法適用関連会社 

２．図中の矢印は商品、サービスの流れを示しております。 

３．上記のほか、「㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス」（連結子会社）が、グループ会社の人事・

経理・総務等、間接部門業務を受託しております。 
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４【関係会社の状況】

会社の名称 本店所在地 
資本金 
(百万円) 

主要な事業の
内容 

議決権の 
所有割合
（％） 

関係内容 

(連結子会社)          

㈱ザ・トーカイ ※１ 静岡市葵区 14,004 

ガス及び石油
事業、建築及
び不動産事
業、アクア事
業他 

100.0 

当社と経営管理契約等を締結
しております。また、当社へ
事務所を賃貸しております。 
役員の兼任 ４名 

㈱ＴＯＫＡＩコミュニケー
ションズ ※１ 

静岡市葵区 1,221 
情報及び通信
サービス事業 

100.0 
当社と経営管理契約等を締結
しております。 
役員の兼任 ５名 

東海ガス㈱ 静岡県焼津市 925 
ガス及び石油
事業、建築及
び不動産事業 

100.0 
当社と経営管理契約等を締結
しております。 
役員の兼任 ３名 

㈲大須賀ガスサービス 静岡県掛川市 10 
ガス及び石油
事業 

(100.0) 
100.0 

― 

㈱ジョイネット 静岡県富士宮市 8 
ガス及び石油
事業 

(50.0) 
50.0 

役員の兼任 １名 

㈱エナジーライン 静岡市葵区 100 
ガス及び石油
事業 

(100.0) 
100.0 

役員の兼任 １名 

㈱ＴＯＫＡＩホームガス 東京都港区 100 
ガス及び石油
事業 

(100.0) 
100.0 

役員の兼任 １名 

TOKAI Myanmar Co., Ltd. 
ミャンマー・ 
ヤンゴン 

56 
ガス及び石油
事業 

100.0 ― 

㈱ＴＯＫＡＩケーブルネッ
トワーク ※１ 

静岡県沼津市 1,000 ＣＡＴＶ事業 100.0 
当社と経営管理契約等を締結
しております。 
役員の兼任 ５名 

㈱いちはらコミュニティ
ー・ネットワーク・テレビ 

千葉県市原市 490 ＣＡＴＶ事業 
(90.4) 
90.4 

役員の兼任 １名 

厚木伊勢原ケーブルネット
ワーク㈱ 

神奈川県厚木市 695 ＣＡＴＶ事業 
(99.2) 
99.2 

役員の兼任 １名 

㈱イースト・コミュニケー
ションズ 

千葉市緑区 240 ＣＡＴＶ事業 
(100.0) 
100.0 

役員の兼任 １名 

エルシーブイ㈱ 長野県諏訪市 353 ＣＡＴＶ事業 
(89.2) 
89.2 

役員の兼任 １名 

㈱倉敷ケーブルテレビ 岡山県倉敷市 400 ＣＡＴＶ事業 
(98.3) 
98.3 

役員の兼任 １名 

㈱トコちゃんねる静岡 静岡市清水区 833 ＣＡＴＶ事業 
(85.9) 
85.9 

役員の兼任 １名 

㈱ネットテクノロジー静岡 静岡市清水区 30 ＣＡＴＶ事業 
(55.0) 
55.0 

― 

拓開（上海）商貿有限公司 中国・上海市 745 アクア事業 100.0 ― 

東海造船運輸㈱ 静岡県焼津市 200 
船舶修繕事業
他 

100.0 役員の兼任 １名 

㈱ブケ東海三島 静岡県三島市 50 
婚礼催事事業
他 

100.0 役員の兼任 ２名 

トーカイシティサービス㈱ 静岡市葵区 300 婚礼催事事業 100.0 役員の兼任 ５名 

ＴＯＫＡＩライフプラス㈱ 静岡市葵区 250 介護事業 100.0 役員の兼任 ４名 

㈱ＴＯＫＡＩマネジメント
サービス

静岡市葵区 30 
間接部門業務
の受託 

100.0 
当社と業務委託契約等を締結
しております。 
役員の兼任 ３名 
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会社の名称 本店所在地 
資本金 
(百万円) 

主要な事業の
内容 

議決権の 
所有割合
（％） 

関係内容 

(持分法適用関連会社)          

静岡液酸㈱ 静岡県富士市 50 
ガス及び石油
事業 

(40.0) 
40.0 

― 

㈱和栄 静岡市駿河区 100 ホテル事業 
(25.0) 
25.0 

― 

雲碼股份有限公司 台湾・台北市 426 
情報及び通信
サービス事業 

(50.0) 
50.0 

役員の兼任 ２名 

㈱ＴＯＫＡＩヒューマンリ
ソースエボル 

静岡市葵区 30 
労働者派遣事
業 

(39.0) 
39.0 

― 

（注）※１．上記連結子会社の内、㈱ザ・トーカイ、㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ及び㈱ＴＯＫＡＩケーブルネ

ットワークは特定子会社に該当します。 

２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合の内書であります。

３．㈱ザ・トーカイについては売上高（連結相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を

超えております。 

主要な損益情報等 （1）売上高 92,801百万円

  （2）経常利益 5,637 

  （3）当期純利益 2,919 

  （4）純資産額 22,834 

  （5）総資産額 83,460 

４．㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズについては売上高（連結相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に

占める割合が10％を超えております。 

主要な損益情報等 （1）売上高 47,548 百万円

  （2）経常利益 1,171  

  （3）当期純利益 463  

  （4）純資産額 13,901  

  （5）総資産額 31,819  
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成28年３月31日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

ガス及び石油 1,403 [336]

建築及び不動産 279 [37]

ＣＡＴＶ 507 [63]

情報及び通信サービス 1,126 [100]

アクア 144 [88]

その他 252 [151]

全社（共通） 145 [12]

合計 3,856 [787]

（注）１．従業員数は就業人員数（グループ外への出向者を除いております。）であり、臨時従業員数（フルタ

イマー、パートタイマー及び嘱託等であり、派遣社員を除いております。）は[ ]内に年間の平均人員

を外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門（当社及び㈱Ｔ

ＯＫＡＩマネジメントサービス）に所属、出向しているものであります。

(2）提出会社の状況

平成28年３月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

80[7] 39.1 14.6 6,074,378

 

セグメントの名称 従業員数（人）

ガス及び石油 － [－]

建築及び不動産 － [－]

ＣＡＴＶ － [－]

情報及び通信サービス － [－]

アクア － [－]

その他 － [－]

全社（共通） 80 [7]

合計 80 [7]

（注）１．従業員数は就業人員数（当社外への出向者を除いております。）であり、臨時従業員数（フルタイマ

ー、パートタイマー及び嘱託等であり、派遣社員を除いております。）は[ ]内に年間の平均人員を外

数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3）労働組合の状況

 当社グループには、全国ガス労働組合連合会に属するＴＯＫＡＩ労働組合と全日本造船機械労働組合焼津分会が

組織されております。また、当社グループの組合員数は平成28年３月31日現在2,472人であり、労使関係は円満に

推移しております。
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