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取締役 専務執行役員 
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大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

本資料に記載する業績予想は、平成23年11月18日に公表した内容と同様のものであります。 

当社は、本日、平成 23年 12月 22日に大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場いたしました。今後とも、なお一層の

ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、当社の当期の業績予想は以下のとおりであり、また最近の決算情報等につきましては別添のとおりであります。 

【連 結】    （単位：百万円、％） 

 
決 算 期 

 
項 目 

平成24年３月期 

（予想） 

平成23年３月期 

（実績） 

平成24年３月期 
第２四半期累計期間 

（実績） 

 構成比 前年比  構成比  構成比 

売 上 高           37,641 100.0 127.3 29,564 100.0 17,546 100.0 

営 業 利 益 1,736 4.6 133.5 1,300 4.4 804 4.6 

経 常 利 益           1,439 3.8 127.4 1,129 3.8 751 4.3 

当期（四半期）純利益           726 1.9 178.0 407 1.4 366 2.1 

１ 株 当 た り 当 期 
（四半期）純利益 

756.48円 441.74円 410.86円 

【単 体】    （単位：百万円、％） 

 
決 算 期 

 
項 目 

平成24年３月期 

（予想） 

平成23年３月期 

（実績） 

平成24年３月期 
第２四半期累計期間 

（実績） 

 構成比 前年比  構成比  構成比 

売 上 高           30,381 100.0 116.4 26,093 100.0 14,143 100.0 

営 業 利 益 1,247 4.1 106.9 1,166 4.5 582 4.1 

経 常 利 益           1,120 3.7 97.3 1,150 4.4 615 4.4 

当期（四半期）純利益           564 1.9 109.6 514 2.0 315 2.2 

１ 株 当 た り 当 期 
（四半期）純利益 

587.68円 563.15円 354.23円 

１株当たり配当金           96.00円 34.00円   －円 

（注) 平成23年３月期（実績）及び平成24年３月期第２四半期累計期間（実績）の１株当たり当期(四半期)純利益は期中平均発

行済株式数により算出しております。また、平成24年３月期（予想）の１株当たり当期純利益は公募予定株式数（249,000株）

を含めた予定期中平均発行済株式数により算出しております。 

以上 
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平成24年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年12月22日 

上 場 会 社 名 株式会社アイセイ薬局 上場取引所 大 

コ ー ド 番 号 3170 ＵＲＬ http://www.aisei.co.jp 

代 表 者 （役職名） 代表取締役 社長執行役員 （氏名) 岡村 幸彦 

問合せ先責任者 （役職名） 
取締役 専務執行役員 
管理本部長 （氏名) 垣東 勝   ＴＥＬ03－3240－0226 

四半期報告書提出予定日  － 配当支払開始予定日   － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無  

四半期決算説明会開催の有無    ：無  

 (百万円未満切捨て) 

１. 平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30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 ％ 

 24年３月期第２四半期 17,546 － 804 － 751 － 366 － 

 23年３月期第２四半期 － － － － － － － － 

(注)包括利益 24年３月期第２四半期  372百万円（－％） 23年３月期第２四半期 －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２四半期 410.86  － 

 23年３月期第２四半期  －  － 

（注）当社は、平成23年３月期第２四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成23年３月期第２四半期の数値

及び平成24年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

 
 (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 ％ 

24年３月期第２四半期 16,720 2,399 14.3 

23年３月期 16,585 2,057 12.4 

 (参考) 自己資本   24年３月期第２四半期 2,399百万円   23年３月期 2,057百万円 

 

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 

 23年３月期  － 0.00  － 34.00 34.00 

 24年３月期  － 0.00       

 24年３月期(予想)      － 96.00 96.00 

(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) 

 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 37,641 27.3 1,736 33.5 1,439 27.4 726 78.0 756.48 

(注)  直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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４. その他 

 (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） 24年３月期２Q  891,000株 23年３月期 891,000株 

  ② 期末自己株式数  24年３月期２Q  －株  23年３月期 －株 

  ③ 期中平均株式数（四半期累計)  24年３月期２Q  891,000株  23年３月期２Q －株 

 

※ 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 

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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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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２四半期連結累計期間における我が国の経済状況は、東日本大震災の影響により依然として厳

しい状況にあるものの、企業の生産活動の持ち直しとともに景気回復の兆しがみられました。しかし

ながら、急激な円高と欧州の経済不安、米国の景気回復の遅れなどにより、景気の先行きに不透明感

が広がっております。 

このような経済情勢のもと、当社グループは、調剤薬局の新規開発を積極的に推進し、Ｍ＆Ａを活

用した、事業規模の拡大、収益力の強化に取り組んでおります。 

当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高175億46百万円、営業利益８億４百万円、経常利

益７億51百万円、四半期純利益３億66百万円となりました。 

 

セグメントの業績の概要は次のとおりであります。 

①調剤薬局事業 

当第２四半期連結累計期間において、震災の影響による１店舗の閉鎖、４店舗の譲渡はありました

が、当社グループが注力する医療モール型２店舗を含む８店舗の新規開局を行い、３店舗の事業譲受、

５店舗を運営する有限会社神領薬局の子会社化を実施、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２四半期連結会計期間末における調剤薬局店舗数は203店舗（純増11店舗）

となりました。そして、既存店が堅調に推移したほか、平成23年２月に子会社化した株式会社コス

モ・メディカル（24店舗）の増収効果が大きく、調剤薬局事業の業績は、売上高168億20百万円、営業

利益16億43百万円となりました。 

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、その他の事業の業績は、売上高11億31

百万円、営業利益47百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、前連結会計年度末の84億５百万円に対し、２億56百万円減少し、81億49百万円となり

ました。主な要因は、売掛金の減少１億21百万円及び商品及び製品の減少81百万円によるものであり

ます。 

固定資産は、前連結会計年度末の81億78百万円に対し、３億92百万円増加し、85億70百万円となり

ました。有形固定資産は、前連結会計年度末の33億31百万円に対し、６億35百万円増加し、39億66百

万円となりました。主な要因は、調剤薬局事業における新規開局等による増加であります。無形固定

資産は、前連結会計年度末の15億50百万円に対し、１億81百万円増加し、17億31百万円となりました。

主な要因は、調剤薬局事業における事業譲渡によるのれんの増加１億78百万円であります。投資その

他の資産は、前連結会計年度末の32億96百万円に対し、４億24百万円減少し、28億72百万円となりま

した。主な要因は、店舗開発中止などに伴う敷金及び保証金の減少２億14百万円であります。 

流動負債は、前連結会計年度末の100億36百万円に対し、４億９百万円減少し、96億26百万円となり
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ました。主な要因は、買掛金の減少４億45百万円、未払法人税等の減少１億61百万円及び短期借入金

の増加１億45百万円によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末の44億91百万円に対し、２億３百万円増加し、46億94百万円となり

ました。 

純資産は、当四半期純利益の計上により３億66百万円増加しましたが、配当金の支払いにより30 

百万円減少し、前連結会計年度末の20億57百万円に対し、３億42百万円増加し、23億99百万円となり

ました。 

  ②キャッシュ・フローの状況の分析 

当社グループでは積極的な規模の拡大に向けた出店政策、企業買収及び事業譲受によるＭ＆Ａを実

施しており、当第２四半期連結累計期間においては、調剤薬局事業における数年来の新規開局店舗

（Ｍ＆Ａを含む）及び既存店が堅調に推移し、増収増益となり、営業活動によるキャッシュ・フロー

は４億93百万円の収入となりました。当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以

下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ36百万円増加し、14億18百万円となりました。当

第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、４億93百万円となりました。 

主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益８億34百万円、減価償却費２億62百万円、のれん償却

額１億48百万円、売上債権の減少額２億28百万円、たな卸資産の減少額１億20百万円であります。ま

た、主な支出要因は、仕入債務の減少額５億72百万円及び法人税等の支払額６億２百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、５億39百万円となりました。 

これは主に、店舗開発中止などに伴う敷金及び保証金の回収による収入２億32百万円、事業譲渡に

よる収入１億72百万円があったものの、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が６億33百万

円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出２億89百万円、事業譲受による支出１億10

百万円があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、59百万円となりました。 

これは主に長期借入れによる収入７億90百万円、長期借入金の返済による支出７億14百万円による

ものであります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

（調剤薬局市場の全般的な見通し） 

当社グループ事業の中核である調剤薬局業界におきましては、急速な少子高齢化社会の到来を背景

に、社会保障制度に関する財政改善を目的とした医療費抑制政策が続いており、薬価・調剤報酬の引

き下げ等の医療制度改革が実施され、厳しい状況が続いております。 
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（売上高） 

平成23年２月に実施した株式取得による企業買収（株式会社コスモ・メディカル：調剤薬局24店

舗）及び数年来の新規開局店舗の推進により、連結売上高は37,641百万円（前年比127.3％）を予想し

ております。 

 

（売上原価） 

売上原価は、32,082百万円（売上原価率85.2％）を予想しております。前年の売上原価率を0.5ポイ

ント下回っておりますが、前年とほぼ同水準であります。 

 

（販売費及び一般管理費） 

規模の拡大に伴う人員増及びＩＴ投資等により、販売費及び一般管理費として、3,822百万円（前年

比131.1％）を予想しております。 

この結果、営業利益は1,736百万円（前年比133.5％）を予想しております。 

 

（営業外収益・費用） 

営業外収益・費用についても過去の実績水準を勘案して計画を策定しております。なお、株式上場

関連費用は47百万円を計上しております。 

 

（経常利益） 

営業利益から営業外収益・費用を加減算した1,439百万円（前年比127.4％）を予想しております。 

 

（当期純利益） 

法人税等809百万円を控除した結果、当期純利益は726百万円（前年比178.0％）を予想しております。 

 

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 

当四半期連結累計期間において行われた主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。 

①平成23年５月１日を合併期日として、連結子会社である株式会社アースと株式会社コスモ・メデ

ィカルは、株式会社アースを存続会社とした吸収合併を行っております。また合併後の新会社名

を株式会社コスモ・メディカルと変更しました。 

②平成23年９月13日に有限会社神領薬局の全株式を取得し、連結子会社といたしました。 

 

 (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：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,526,360 1,557,307 

  売掛金 4,308,178 4,186,319 

  商品及び製品 1,810,751 1,728,974 

  原材料及び貯蔵品 155 229 

  その他 769,886 712,101 

  貸倒引当金 △9,426 △35,044 

  流動資産合計 8,405,905 8,149,886 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,000,298 2,062,208 

   その他（純額） 1,331,074 1,904,448 

   有形固定資産合計 3,331,372 3,966,656 

  無形固定資産   

   のれん 1,428,100 1,606,329 

   その他 122,743 125,637 

   無形固定資産合計 1,550,844 1,731,967 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 236,656 223,768 

   敷金及び保証金 1,625,463 1,411,100 

   その他 1,498,280 1,353,728 

   貸倒引当金 △63,908 △116,275 

   投資その他の資産合計 3,296,492 2,872,322 

  固定資産合計 8,178,709 8,570,946 

 繰延資産   

  社債発行費 735 133 

  繰延資産合計 735 133 

 資産合計 16,585,350 16,720,967 
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(単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 6,815,456 6,369,989 

  短期借入金 106,668 251,670 

１年内返済予定の長期借入金 1,356,776 1,411,641 

１年内償還予定の社債 65,000 20,000 

  未払法人税等 608,104 446,982 

  賞与引当金 276,470 303,880 

  災害損失引当金 5,595 5,308 

  その他 802,744 817,380 

  流動負債合計 10,036,815 9,626,854 

 固定負債   

  長期借入金 3,266,448 3,287,145 

  退職給付引当金 131,175 144,119 

  役員退職慰労引当金 8,312 8,312 

  資産除去債務 163,830 182,555 

 その他 921,696 1,072,847 

  固定負債合計 4,491,462  4,694,979 

 負債合計 14,528,278 14,321,833 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,228,880 1,228,880 

  資本剰余金 109,975 109,975 

  利益剰余金 701,310 1,037,093 

  株主資本合計 2,040,166 2,375,949 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 17,821 23,888 

    繰延ヘッジ損益 △915 △704 

  その他の包括利益累計額合計 16,906 23,183 

 純資産合計 2,057,072 2,399,133 

負債純資産合計 16,585,350 16,720,967 
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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：千円) 

 
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

 売上高 17,546,892 

 売上原価 14,955,962 

 売上総利益 2,590,929 

 販売費及び一般管理費  1,785,949 

 営業利益 804,979 

 営業外収益  

  受取利息 4,726 

  受取配当金 3,038 

  不動産賃貸料 9,898 

  その他 28,893 

  営業外収益合計 46,557 

 営業外費用  

  支払利息 71,290 

    不動産賃貸費用 11,738 

    支払手数料 9,735 

  その他 7,103 

  営業外費用合計 99,867 

 経常利益 751,668 

 特別利益  

  固定資産売却益 677 

  事業譲渡益 39,782 

  投資有価証券売却益 43,467 

  特別利益合計 83,927 

 特別損失  

  固定資産除売却損 688 

  特別損失合計 688 

 税金等調整前四半期純利益 834,907 

 法人税、住民税及び事業税 439,514 

 法人税等調整額 29,315 

 法人税等合計 468,830 

 少数株主損益調整前四半期純利益 366,077 

 四半期純利益 366,077 
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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：千円) 

 
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

 少数株主損益調整前四半期純利益 366,077 

 その他の包括利益  

   その他有価証券評価差額金 6,066 

   繰延ヘッジ損益 211 

   その他の包括利益合計 6,277 

 四半期包括利益 372,354 

 （内訳）  

  親会社株主に係る四半期包括利益 372,354 
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(３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30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 834,907 

  減価償却費 262,146 

  のれん償却額 148,757 

  貸倒引当金の増減額(△は減少) 77,985 

  賞与引当金の増減額(△は減少) 22,411 

  退職給付引当金の増減額(△は減少) 12,943 

  受取利息及び受取配当金 △7,765 

  支払利息 71,290 

  支払手数料 9,735 

  事業譲渡損益（△は益） △39,782 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △43,467 

  固定資産除売却損益（△は益） 11 

  売上債権の増減額(△は増加) 228,557 

  たな卸資産の増減額(△は増加) 120,320 

  前払費用の増減額(△は増加) △10,807 

  仕入債務の増減額(△は減少) △572,940 

  未払金の増減額(△は減少) △5,295 

  未払費用の増減額(△は減少) 10,403 

  その他 50,247 

  小計 1,169,660 

  利息及び配当金の受取額 9,005 

  利息の支払額 △73,373 

  訴訟関連損失の支払額 △3,800 

災害損失の支払額 △5,757 

  法人税等の支払額 △602,454 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 493,281 
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(単位：千円) 

 
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  定期預金及び定期積金の預入による支出 △109,610 

    定期預金及び定期積金の払戻による収入 128,554 

  有形固定資産の取得による支出 △633,299 

  有形固定資産の売却による収入 1,212 

  無形固定資産の取得による支出 △32,262 

  投資有価証券の取得による支出 △30,059 

投資有価証券の売却による収入 98,454 

  長期前払費用の増加による支出 △4,218 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 
  による支出 

△289,304 

  貸付けによる支出 △102,880 

  貸付金の回収による収入 194,779 

  敷金及び保証金の差入による支出 △46,605 

  敷金及び保証金の回収による収入 232,406 

  保険積立金の解約による収入 3,507 

  事業譲受による支出 △110,718 

  事業譲渡による収入 172,706 

  補助金の受取額 21,600 

  その他 △34,231 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △539,968 

 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） 145,002 

  リース債務の返済による支出 △81,146 

  長期借入れによる収入 790,000 

  長期借入金の返済による支出 △714,438 

  社債の償還による支出 △45,000 

  配当金の支払額 △30,294 

  その他 △4,485 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 59,637 

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,949 

 現金及び現金同等物の期首残高 1,382,193 

 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物 
 の増加額 

23,723 

 現金及び現金同等物の四半期末残高   1,418,867     
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 (４) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

 (５) 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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