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（百万円未満切捨て） 

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％ 

25年３月期第３四半期 30,825 12.1 895 △34.4 830 △33.0 223 △60.6 
24年３月期第３四半期 27,490 － 1,364 － 1,240 － 568 － 

（注）包括利益  25年３月期第３四半期  222百万円（△60.3％）  24年３月期第３四半期  561百万円（－％） 
 

 
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 

25年３月期第３四半期 97.98 95.78 
24年３月期第３四半期 315.22 313.92 

（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。前連結会計年
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 ％ 

25年３月期第３四半期 21,135 3,773 17.7 
24年３月期 20,174 3,620 17.9 

（参考）自己資本    25年３月期第３四半期  3,738百万円  24年３月期  3,620百万円 
 
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 

24年３月期 － 0.00 － 96.00 96.00 
25年３月期 － 0.00 －   
25年３月期(予想)     55.50 55.50 

（注）１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
２ 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。平成24年

３月期の配当金については、当該株式分割が行われる前の数値で記載しております。 
 
３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 42,458 12.1 1,483 △22.0 1,295 △24.9 414 △47.6 181.44 
（注）１ 直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

２ １株当たり当期純利益については、株式分割及び新株予約権の行使を考慮後の期中平均株式数に基づい
て算出しております。 
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※ 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 ：有 
②  ①以外の会計方針の変更 ：無 
③  会計上の見積りの変更 ：有 
④  修正再表示 ：無 

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）３頁「（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表
示」をご覧ください。 

  
（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) 25年３月期３Ｑ 2,283,000株 24年３月期 2,280,000株 
②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 49株 24年３月期 －株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期３Ｑ 2,281,433株 24年３月期３Ｑ 1,801,920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)連結業績予想に関する定性的情報」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)  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、東日本大震災からの復興需要に支えられ緩や

かに回復しつつありましたが、中国や欧州等の対外経済環境を巡る不確実性は依然として高く、世界景気

の下振れ懸念が存在しており、雇用環境や個人消費においても停滞感があり、景気の先行きに不透明感が

広がっております。 

調剤薬局業界におきましても、平成24年４月に調剤報酬改定、薬価改定が行われ、薬価の引き下げ、ジ

ェネリック医薬品（後発医薬品）の使用促進等による、国民医療費削減に向けた政策が実施され、厳しい

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戦略を推進し

ており、平成24年５月に甲信越支店を立上げ、甲信越エリアで13店舗の調剤薬局店舗を展開する等、事業

規模の拡大に向けた施策に積極的に取り組んでおり、増収を達成いたしました。しかし、薬剤師の不足に

起因する人件費等の増加、新店開発の遅れ、減損損失の計上等により利益を押し下げる結果となりまし

た。 

以上より、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30,825百万円（前年同期比12.

1％増）、営業利益895百万円（同34.4％減）、経常利益830百万円（同33.0％減）、四半期純利益223百万

円（同60.6％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、８店舗の譲渡はありましたが、14店舗の譲受、

14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233店舗（純増19店舗）となり

ました。 

 調剤薬局事業では、隔年の調剤報酬改定、薬価改定等による減収要因もありましたが、店舗数の増

加等により、売上高は29,576百万円（前年同期比12.1％増）と増収となりました。また、薬学部の６

年制への移行後、初の新卒薬剤師の採用はあったものの、繁忙期における薬剤師不足に起因する人件

費等の増加、新店開発の遅れ等を主因として、セグメント利益は2,641百万円（同0.8％減）と減益と

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）を営んでおります。当第３四半期連結累計期間におい

て、介護福祉事業では、３年に１度の介護報酬改定がありましたが、既存施設は堅調に推移しており

ます。不動産リース事業及び医薬品卸事業についても、業績は概ね予算どおり進捗しており、この結

果、売上高2,257百万円（前年同期比25.6％増）、セグメント利益161百万円（同72.0％増）を計上し

ました。 

 

(２)  連結財政状態に関する定性的情報 

資産合計は、前連結会計年度末の20,174百万円に対し、960百万円増加し、21,135百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末の11,265百万円に対し、555百万円増加し、11,821百万円となりました。

主な要因は、調剤薬局事業における新規出店及びＭ＆Ａ（店舗譲受含む）等により事業規模の拡大に向け

た設備投資を実施し、現金及び預金の減少1,699百万円はあるものの、売掛金の増加477百万円、商品及び

製品の増加900百万円、その他流動資産の増加914百万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8,908百万円に対し、405百万円増加し、9,314百万円となりました。主

な要因は、店舗開発の中止に伴う敷金及び保証金の返還等による減少314百万円はあるものの、新規店舗の
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開発及びＭ＆Ａ（店舗譲受含む）等による建物及び構築物の増加285百万円、のれんの増加253百万円等で

あります。 

負債合計は、前連結会計年度末の16,554百万円に対し、807百万円増加し、17,362百万円となりました。

主な要因は、法人税等の納付による未払法人税等の減少307百万円はあるものの、納税資金及び賞与資金の

借入れに伴う短期借入金の増加480百万円、新規店舗の開発及びＭ＆Ａ（店舗譲受含む）等による買掛金の

増加309百万円、長期借入金の増加457百万円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3,620百万円に対し、153百万円増加し、3,773百万円となりました。

主な要因は、四半期純利益223百万円の計上及び配当の支払109百万円等によるものであります。また、第

１回新株予約権（ストック・オプション）の行使に伴い、資本金及び資本剰余金が各々２百万円増加し、

第２回新株予約権（ストック・オプション）の付与に伴い、新株予約権34百万円を計上しております。 

 

(３)  連結業績予想に関する定性的情報 

  当社では、平成24年５月14日に公表しました平成25年3月期通期の連結業績予想を修正しております。詳

細につきましては、平成25年１月25日付で公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

 

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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

  これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益はそれぞれ8,665千円増加しております。 
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,100,800 1,400,930

売掛金 5,676,034 6,153,714

商品及び製品 1,784,480 2,685,287

原材料及び貯蔵品 238 619

その他 804,015 1,718,263

貸倒引当金 △99,600 △137,681

流動資産合計 11,265,968 11,821,134

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,110,187 2,396,008

その他（純額） 1,958,943 1,883,618

有形固定資産合計 4,069,130 4,279,626

無形固定資産   

のれん 1,717,065 1,970,103

その他 204,844 190,859

無形固定資産合計 1,921,909 2,160,962

投資その他の資産   

投資有価証券 219,899 220,924

敷金及び保証金 1,461,116 1,146,987

その他 1,432,255 1,662,073

貸倒引当金 △195,392 △156,201

投資その他の資産合計 2,917,878 2,873,784

固定資産合計 8,908,919 9,314,373

資産合計 20,174,887 21,135,507
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,662,123 7,971,892

短期借入金 － 480,000

1年内返済予定の長期借入金 1,766,826 1,685,846

未払法人税等 735,939 428,105

賞与引当金 307,011 －

その他 1,061,191 1,289,687

流動負債合計 11,533,092 11,855,531

固定負債   

長期借入金 3,478,577 3,936,050

退職給付引当金 154,000 183,737

資産除去債務 184,771 191,767

その他 1,204,432 1,195,363

固定負債合計 5,021,781 5,506,918

負債合計 16,554,874 17,362,450

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,625,188 1,627,708

資本剰余金 506,284 508,804

利益剰余金 1,461,072 1,575,170

自己株式 － △114

株主資本合計 3,592,545 3,711,568

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,962 27,252

繰延ヘッジ損益 △493 △339

その他の包括利益累計額合計 27,468 26,913

新株予約権 － 34,575

純資産合計 3,620,013 3,773,057

負債純資産合計 20,174,887 21,135,507

㈱アイセイ薬局　(3170)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 5 -



 (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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 27,490,075 30,825,042

売上原価 23,351,115 26,614,896

売上総利益 4,138,960 4,210,146

販売費及び一般管理費 2,774,084 3,314,935

営業利益 1,364,876 895,211

営業外収益   

受取利息 7,086 5,816

受取配当金 4,309 3,987

不動産賃貸料 15,190 16,426

保険解約返戻金 － 10,327

受取手数料 13,707 19,420

その他 29,682 27,559

営業外収益合計 69,976 83,539

営業外費用   

支払利息 109,783 111,594

不動産賃貸費用 17,929 18,707

支払手数料 12,735 13,512

株式公開費用 45,190 －

その他 8,651 4,220

営業外費用合計 194,290 148,035

経常利益 1,240,562 830,715

特別利益   

固定資産売却益 674 313

事業譲渡益 39,782 43,689

投資有価証券売却益 43,467 －

関係会社株式売却益 － 6,642

特別利益合計 83,924 50,645

特別損失   

固定資産除売却損 1,756 3,411

減損損失 － 81,489

特別損失合計 1,756 84,900

税金等調整前四半期純利益 1,322,731 796,459

法人税、住民税及び事業税 570,888 677,656

法人税等調整額 183,834 △104,735

法人税等合計 754,723 572,921

少数株主損益調整前四半期純利益 568,007 223,538

四半期純利益 568,007 223,538
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 568,007 223,538

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,935 △709

繰延ヘッジ損益 166 154

その他の包括利益合計 △6,769 △555

四半期包括利益 561,238 222,982

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 561,238 222,982
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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 

           該当事項はありません。 
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(５)  重要な後発事象 

(事業譲受による企業結合) 

当社は、エヌ・ティー・ケー・インターナショナル株式会社が展開する調剤薬局15店舗を平成25年１月１日

に譲受けいたしました。 

①  相手企業の名称及び事業の内容、事業譲受を行った主な理由、事業譲受日、法的形式を含む事業譲受の概

要 

１)  相手企業の名称及び事業の内容 

  エヌ・ティー・ケー・インターナショナル株式会社 

  調剤薬局  15店舗 

２)  事業譲受を行った主な理由 

当社グループは、Ｍ＆Ａによる調剤薬局店舗の譲受けを成長戦略の大きな要であると位置づけてお

ります。調剤薬局15店舗の譲受けにより、店舗数の拡大が図られ、西東京地区における更なる業容の

拡大が期待できるため、事業譲受を行いました。 

３)  事業譲受日 

  平成25年１月１日 

４)  法的形式を含む事業譲受の概要 

  当社を譲受企業とし、エヌ・ティー・ケー・インターナショナル株式会社からの事業譲受を実施し

ました。 

②  譲受けた事業の取得原価及びその内訳 

取得の対価（現金） 1,005,467千円 

取得に直接要した費用（アドバイザリー費用等） 3,000千円 

取得原価 1,008,467千円 

③  事業譲受日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 126,213千円 

固定資産 148,575千円 

資産合計 274,789千円 

流動負債 22,137千円 

固定負債 49,710千円 

負債合計 71,848千円 

④  発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

１)  発生したのれんの金額 

  805,526千円 

２)  発生原因 

  今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。 

３)  償却方法及び償却期間 

  ５年間で均等償却 

なお、上記②、③及び④に記載の金額は、提出日現在の入手可能な合理的な情報に基づく予定額であります。 
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４．その他 

 (１) 役員の異動 

  ① 代表者の異動 

    該当事項はありません。 

  ②  その他の役員の異動 

    退任取締役 

     社外取締役 阪田 雅裕（平成24年11月12日付） 

 

 (２) 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、当社の取締役である岡村幸彦の資産管理会社であります。 
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