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１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31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 四半期純利益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第３四半期 35,468 15.1 602 △32.7 489 △41.1 83 △62.9
25年３月期第３四半期 30,825 12.1 895 △34.4 830 △33.0 223 △60.6
（注）包括利益  26年３月期第３四半期  60百万円（△72.8％）  25年３月期第３四半期  222百万円（△60.3％） 

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

26年３月期第３四半期 36.33 36.09
25年３月期第３四半期 97.98 95.78

（注）当社は、平成24年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計度
の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益を算定しております。 

(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 ％ 

26年３月期第３四半期 27,497 3,907 14.1 
25年３月期 21,610 4,006 18.3 
（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  3,887百万円  25年３月期  3,953百万円 

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

25年３月期 － 0.00 － 55.50 55.50
26年３月期 － 0.00 －
26年３月期(予想) 40.00 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 

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 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 47,134 11.6 1,419 0.1 1,155 △10.0 601 43.6 263.03
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 



※ 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 
    （連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

：無 

（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 ：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 

  
（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) 26年３月期３Ｑ 2,285,000株 25年３月期 2,285,000株
②  期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 85株 25年３月期 49株
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期３Ｑ 2,284,940株 25年３月期３Ｑ 2,281,433株

（注）当社は、平成24年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当該株式分
割の影響を考慮し、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数(自己
株式を含む)、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

 
※ 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ます。なお、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す。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
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、四半期決算短信（添付資料）３頁
「(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 

当第３四半期連結累計期間における我が国の経済状況は、政府による経済政策と日本銀行による金融緩

和政策によって、株価の上昇及び対米ドル円レートが円安方向に推移いたしました。そのため、企業収益

の改善及び個人消費の回復等が見受けられ、景気は緩やかに回復しつつあります。 

調剤薬局業界におきましては、社会保障費財源確保の問題を背景とする国民医療費削減に向けた政策が

継続的に実施されており、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の下、当社グループの主力である調剤薬局事業では、新規出店及びＭ＆Ａ戦略推進等の

事業規模拡大に向けた施策に積極的に取り組んでおり、調剤薬局店舗数の増加に伴う増収を達成いたしま

した。一方、事業規模拡大によるのれん償却費を中心とした投資コスト、人件費を中心とした管理コスト

が増加し、前年同期比で営業利益以下の各段階利益を押し下げる結果となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における連結経営成績は、売上高35,468百万円（前年同期比 

15.1％増）、営業利益602百万円（同32.7％減）、経常利益489百万円（同41.1％減）、四半期純利益83百

万円（同62.9％減）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

① 調剤薬局事業 

 当第３四半期連結累計期間において、１店舗の閉鎖はありましたが、19店舗のＭ＆Ａ（株式及び営

業権の譲受け含む）、11店舗の新規出店を行い、店舗数は増加し、事業拡大に向けた店舗展開は順調

に進捗しております。その結果、当第３四半期連結累計期間における調剤薬局事業の店舗数は278店舗

（純増29店舗）となりました。 

 調剤薬局事業では、既存店が堅調に推移したほか、新規出店及びＭ＆Ａ（株式及び営業権の譲受け

含む）による増収を達成し、売上高34,190百万円（前年同期比15.6％増）となりました。なお、セグ

メント利益は2,525百万円（同4.4％減）に留まりました。 

 

② その他 

 当社グループでは、介護福祉事業（株式会社愛誠会）、不動産リース事業（株式会社日本医療サー

ビス）及び医薬品卸事業（株式会社ジェネコ）を営んでおります。当第３四半期連結累計期間におい

て、当社グループが継続して取り組んできたジェネリック医薬品（後発医薬品）使用促進が功を奏し、

医薬品卸事業の売上高が増加し、その他の事業の売上高は2,628百万円（前年同期比16.4％増）となり

ました。一方、介護福祉事業において、はなまるデイサービス南千住（４月開設）、はなまるハウス

南千住（５月開設）、はなまるホーム川口芝（11月開設）を新規開設したことに伴い、一時的な先行

投資費用が発生し、セグメント利益は149百万円（同7.4％減）となりました。 

 

(２)  財政状態に関する説明 

資産合計は、前連結会計年度末の21,610百万円に対し、5,887百万円増加し、27,497百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末の10,922百万円に対し、3,274百万円増加し、14,197百万円となりました。

主な要因は、現金及び預金の増加1,394百万円、売掛金の増加846百万円、調剤薬局店舗数の増加に伴う商

品及び製品の増加971百万円等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末の10,687百万円に対し、2,612百万円増加し、13,300百万円となりました。

主な要因は、新規店舗の開発及びＭ＆Ａ（株式及び営業権の譲受け含む）等による建物及び構築物の増加 

240百万円及びその他の有形固定資産の増加967百万円、のれんの増加1,001百万円、敷金及び保証金の増加

199百万円等であります。 

負債合計は、前連結会計年度末の17,603百万円に対し、5,986百万円増加し、23,590百万円となりました。

  主な要因は、納税資金、賞与資金及び運転資金等の借入れに伴う短期借入金の増加2,895百万円及び買掛

金の増加2,610百万円、法人税等の納付による未払法人税等の減少597百万円、新規店舗の開発及びＭ＆Ａ
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（株式及び営業権の譲受け含む）のための借入れに伴う長期借入金の増加681百万円等によるものでありま

す。 

純資産合計は、前連結会計年度末の4,006百万円に対し、99百万円減少し、3,907百万円となりました。 

 主な要因は、配当の支払126百万円等によるものであります。なお、新株予約権は、第２回新株予約権

（ストック・オプション）を放棄し、新たに第３回新株予約権（ストック・オプション）を付与したこと

に伴い、20百万円を計上しております。 

 

(３)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成25年５月13日に公表いたしました平成26年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

㈱アイセイ薬局　（3170）　平成26年３月期　第３四半期決算短信

- 3 -



３．四半期連結財務諸表 
 (１) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,351,852 2,746,809

売掛金 6,339,210 7,185,659

有価証券 － 30,000

商品及び製品 2,411,691 3,383,632

原材料及び貯蔵品 521 699

その他 946,245 977,874

貸倒引当金 △127,099 △127,302

流動資産合計 10,922,422 14,197,371

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,353,628 2,593,928

その他（純額） 2,310,512 3,277,543

有形固定資産合計 4,664,141 5,871,472

無形固定資産   

のれん 2,721,320 3,723,157

その他 203,799 189,150

無形固定資産合計 2,925,120 3,912,307

投資その他の資産   

投資有価証券 346,149 354,572

敷金及び保証金 1,232,639 1,432,262

その他 1,593,487 1,812,802

貸倒引当金 △73,908 △83,358

投資その他の資産合計 3,098,368 3,516,279

固定資産合計 10,687,631 13,300,059

資産合計 21,610,053 27,497,431
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,685,241 10,295,277

短期借入金 － 2,895,799

1年内返済予定の長期借入金 1,748,201 1,840,675

未払法人税等 715,618 118,617

賞与引当金 357,651 －

その他 1,203,153 1,638,331

流動負債合計 11,709,865 16,788,701

固定負債   

長期借入金 4,058,876 4,740,375

退職給付引当金 189,091 253,290

資産除去債務 194,769 231,336

その他 1,450,571 1,576,376

固定負債合計 5,893,309 6,801,378

負債合計 17,603,174 23,590,079

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,629,388 1,629,388

資本剰余金 510,484 510,484

利益剰余金 1,770,043 1,726,250

自己株式 △114 △181

株主資本合計 3,909,801 3,865,942

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 43,610 21,202

繰延ヘッジ損益 △177 △56

その他の包括利益累計額合計 43,433 21,146

新株予約権 53,644 20,263

純資産合計 4,006,879 3,907,351

負債純資産合計 21,610,053 27,497,431
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 30,825,042 35,468,348

売上原価 26,614,896 31,064,480

売上総利益 4,210,146 4,403,868

販売費及び一般管理費 3,314,935 3,801,296

営業利益 895,211 602,572

営業外収益   

受取利息 5,816 5,280

受取配当金 3,987 3,994

不動産賃貸料 16,426 22,290

保険解約返戻金 10,327 5,229

受取手数料 19,420 12,350

その他 27,559 38,850

営業外収益合計 83,539 87,996

営業外費用   

支払利息 111,594 134,881

不動産賃貸費用 18,707 22,384

支払手数料 13,512 26,292

その他 4,220 17,870

営業外費用合計 148,035 201,429

経常利益 830,715 489,139

特別利益   

固定資産売却益 313 －

事業譲渡益 43,689 －

関係会社株式売却益 6,642 －

特別利益合計 50,645 －

特別損失   

固定資産除売却損 3,411 33,872

減損損失 81,489 74,808

特別損失合計 84,900 108,680

税金等調整前四半期純利益 796,459 380,458

法人税、住民税及び事業税 677,656 229,893

法人税等調整額 △104,735 67,543

法人税等合計 572,921 297,436

少数株主損益調整前四半期純利益 223,538 83,021

四半期純利益 223,538 83,021
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 223,538 83,021

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △709 △22,407

繰延ヘッジ損益 154 120

その他の包括利益合計 △555 △22,287

四半期包括利益 222,982 60,734

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 222,982 60,734
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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。 

 

    (重要な後発事象)  

          該当事項はありません。 
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４．その他 

 (１) 偶発債務 

（訴訟関連） 

  ① 当社は、平成24年11月21日付で、調剤薬局店舗の新規出店に関し、契約準備段階における信義則上の注意

義務違反があったとして、株式会社仁田工務店（以下、「仁田工務店」という。）より、損害賠償請求訴訟

の提起を受け、現在係争中であります。 

当社は、仁田工務店との契約交渉において信義則上の注意義務違反はなかったと認識しており、裁判におい

て当社の正当性を主張して争っていく方針です。 

今後の訴訟の推移によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点では不明であり

ます。 

１)  訴訟を提起した者 

  株式会社仁田工務店 

２)  損害賠償請求額 

  160百万円及び付帯する年６％の割合による利息 

 

  ② 当社は、平成24年12月６日付で、株式会社おかむら（以下、「おかむら」という。）の不動産売買取引に

関し、債務不履行があったとして、株式会社東京不動産販売（以下、「東京不動産販売」という。）より、

当社及びおかむらに対する損害賠償請求訴訟の提起を受け、現在係争中であります。 

当社は、東京不動産販売とおかむらとの間で締結された不動産売買契約の有効性に問題がある等の理由から、

東京不動産販売が主張する損害賠償請求の支払義務はないと認識しているため、裁判において当社の正当性

を主張して争っていく方針です。 

今後の訴訟の推移によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、影響は軽微なものにな

ると認識しております。 

１)  訴訟を提起した者 

  株式会社東京不動産販売 

２)  損害賠償請求額 

  183百万円及び付帯する年６％の割合による利息 

     （注）株式会社おかむらは、当社の代表取締役社長である岡村幸彦の資産管理会社であります。 
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