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（百万円未満切捨て） 

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

24年３月期第３四半期 27,490 － 1,364 － 1,240 － 568 －

23年３月期第３四半期 － － － － － － － －

（注）包括利益 24年３月期第３四半期 561百万円（－%） 23年３月期第３四半期 －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３四半期 630.45 627.85
23年３月期第３四半期 － －
（注）当社は、平成23年３月期第３四半期においては、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３四半期の数値及び平成24年３月期第３四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３四半期 19,353 3,380 17.5 

23年３月期 16,585 2,057 12.4 

（参考）自己資本    24年３月期第３四半期  3,380百万円  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３Ｑ 1,140,000株 23年３月期 891,000株
② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ －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３Ｑ 900,960株 23年３月期３Ｑ －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）２頁「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 



○目  次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報    ・・・・・・・・・・・・・２ 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・２ 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・２ 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・２ 

２．サマリー情報（その他）に関する事項・・・・・・・・・・・・・３ 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・３ 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・３ 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・３ 

３．四半期連結財務諸表                ・・・・・・・・・・・・・４ 

(1)  四半期連結貸借対照表          ・・・・・・・・・・・・・４ 

(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・・・・６ 

   四半期連結損益計算書     ・・・・・・・・・・・・・６ 

   四半期連結包括利益計算書   ・・・・・・・・・・・・・７ 

(3)  継続企業の前提に関する注記    ・・・・・・・・・・・・・８ 

(4)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・８ 

 

 

㈱アイセイ薬局 （3170） 平成24年３月期　第３四半期決算短信

- 1 -



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３四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、欧州の財政不安等による景気の停滞、急激な円高進行、株式市場の低迷等に
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、調剤薬局の新規開局を積極的に推進し、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。 
この結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は274億90百万円、営業利益は1

3億64百万円、経常利益は12億40百万円、四半期純利益は５億68百万円となりました。 

 

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３四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５店舗を含む14店舗の新規開局を行い、４店
舗の譲受、株式取得に伴う子会社化により５店舗増加し、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３四半期連結会計期間末における調剤薬局店舗数は210店
舗（純増18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、売上高は263億74百万円、営業利益は26億61百万円となりました。 
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、
売上高は17億97百万円、営業利益は93百万円となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

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、21億64百万円増加し、105億70百万円

となりました。主な要因は、売掛金の増加13億18百万円、商品及び製品の増加５億77百万円、現
金及び預金の増加５億６百万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、６億４百万円増加し、87億83百万円と

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、７億46百万円増加し、
40億77百万円となりました。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、２億69百万円増加し、18億20百
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受等によるのれんの増加２億65百
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、４億11百万円
減少し、28億84百万円となりました。主な要因は、出店計画の見直し等に伴う敷金及び保証金の
減少１億73百万円であります。 
流動負債は、前連結会計年度末の100億36百万円に対し、10億46百万円増加し、110億83百万円

となりました。主な要因は、買掛金の増加９億63百万円、短期借入金の増加３億83百万円、未払
法人税等の減少４億１百万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、３億98百万円増加し、48億89百万円と

なりました。主な要因は、長期借入金の増加１億46百万円によるものであります。 
 純資産は、前連結会計年度末の20億57百万円に対し、13億23百万円増加し、33億80百万円とな
りました。主な要因は、公募による株式発行の結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ３億96百
万円増加したこと並びに四半期純利益計上等による利益剰余金の５億37百万円増加によるもので
あります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年12月22日に公表しました平成24年３月期の業績予想に変更はありません。 
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,526,360 2,033,314

売掛金 4,308,178 5,626,398

商品及び製品 1,810,751 2,388,461

原材料及び貯蔵品 155 176

その他 769,886 572,143

貸倒引当金 △9,426 △49,947

流動資産合計 8,405,905 10,570,547

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,000,298 2,147,388

その他（純額） 1,331,074 1,930,228

有形固定資産合計 3,331,372 4,077,617

無形固定資産   

のれん 1,428,100 1,693,913

その他 122,743 126,542

無形固定資産合計 1,550,844 1,820,455

投資その他の資産   

投資有価証券 236,656 200,328

敷金及び保証金 1,625,463 1,452,161

その他 1,498,280 1,376,773

貸倒引当金 △63,908 △144,267

投資その他の資産合計 3,296,492 2,884,996

固定資産合計 8,178,709 8,783,069

繰延資産   

社債発行費 735 －

繰延資産合計 735 －

資産合計 16,585,350 19,353,616
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,815,456 7,778,457

短期借入金 106,668 490,000

1年内返済予定の長期借入金 1,356,776 1,489,981

1年内償還予定の社債 65,000 －

未払法人税等 608,104 206,701

賞与引当金 276,470 －

災害損失引当金 5,595 5,077

その他 802,744 1,112,876

流動負債合計 10,036,815 11,083,094

固定負債   

長期借入金 3,266,448 3,413,341

退職給付引当金 131,175 153,797

役員退職慰労引当金 8,312 28,452

資産除去債務 163,830 192,637

その他 921,696 1,101,661

固定負債合計 4,491,462 4,889,888

負債合計 14,528,278 15,972,982

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,228,880 1,625,188

資本剰余金 109,975 506,284

利益剰余金 701,310 1,239,024

株主資本合計 2,040,166 3,370,497

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 10,886

繰延ヘッジ損益 △915 △749

その他の包括利益累計額合計 16,906 10,136

純資産合計 2,057,072 3,380,633

負債純資産合計 16,585,350 19,353,616
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 27,490,075

売上原価 23,351,115

売上総利益 4,138,960

販売費及び一般管理費 2,774,084

営業利益 1,364,876

営業外収益  

受取利息 7,086

受取配当金 4,309

不動産賃貸料 15,190

その他 43,390

営業外収益合計 69,976

営業外費用  

支払利息 109,783

不動産賃貸費用 17,929

支払手数料 12,735

株式公開費用 45,190

その他 8,651

営業外費用合計 194,290

経常利益 1,240,562

特別利益  

固定資産売却益 674

事業譲渡益 39,782

投資有価証券売却益 43,467

特別利益合計 83,924

特別損失  

固定資産除売却損 1,756

特別損失合計 1,756

税金等調整前四半期純利益 1,322,731

法人税、住民税及び事業税 570,888

法人税等調整額 183,834

法人税等合計 754,723

少数株主損益調整前四半期純利益 568,007

四半期純利益 568,007
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 568,007

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △6,935

繰延ヘッジ損益 166

その他の包括利益合計 △6,769

四半期包括利益 561,238

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 561,238
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成23年12月22日の大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）への株式上場にあたり、

公募による払込が平成23年12月21日付で完了いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間に

おいて、資本金が396,308千円、資本準備金が396,308千円増加し、当第３四半期連結会計期間末にお

いて、資本金が1,625,188千円、資本剰余金が506,284千円となっております。 
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