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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第２四半期 22,744 14.9 270 △45.9 199 △56.6 △38 －
25年３月期第２四半期 19,795 12.8 500 △37.8 459 △38.8 134 △63.3
（注）包括利益  26年３月期第２四半期  △68百万円（－％）  25年３月期第２四半期  138百万円（△62.8％） 

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２四半期 △16.86 －
25年３月期第２四半期 58.95 57.65

（注）１ 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 平成26年３月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在する
ものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

(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 ％ 

26年３月期第２四半期 22,972 3,762 16.4 
25年３月期 21,610 4,006 18.3 
（参考）自己資本    26年３月期第２四半期  3,757百万円  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２Ｑ 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２Ｑ 73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２Ｑ 2,284,948株 25年３月期２Ｑ 2,280,660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。 
(その他特記事項) 
当社は平成25年11月27日(水)に機関投資家・アナリスト向け決算説明会の開催を予定しております。なお、当日
使用する資料につきましては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 
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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２四半期連結累計期間における我が国の経済状況は、政権交代後の経済・財政政策への期待を背景

とし、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２四半期連結累計期間における連結経営成績は、売上高22,744百万円（前年同期比 

14.9％増）、営業利益270百万円（同45.9％減）、経常利益199百万円（同56.6％減）、四半期純損失38百

万円（前年同四半期は四半期純利益134百万円）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２四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、13店舗のＭ＆Ａ（株式及び営

業権の譲受け含む）、５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２四半期連結累計期間における調剤薬局事業の店舗数は266店舗

（純増17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21,898百万円（前年同期比15.4％増）となりました。なお、セグ

メント利益は1,532百万円（同1.2％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２四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、売上高は1,655百万円（前年同期比15.0％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）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96百万円（同   

16.4％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、1,362百万円増加し、22,972百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末の10,922百万円に対し、159百万円減少し、10,763百万円となりました。

主な要因は、現金及び預金の増加463百万円、売掛金の減少971百万円、調剤薬局店舗数の増加に伴う商品

及び製品の増加279百万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、1,521百万円増加し、12,209百万円となりました。

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 

145百万円及びその他の有形固定資産の増加798百万円、のれんの増加366百万円、敷金及び保証金の増加  

142百万円等であります。 

負債合計は、前連結会計年度末の17,603百万円に対し、1,606百万円増加し、19,209百万円となりました。

  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2,151百万円があった

ものの、支払手形及び買掛金の減少405百万円、法人税等の納付による未払法人税等の減少531百万円等に

よるものであります。 
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純資産合計は、前連結会計年度末の4,006百万円に対し、244百万円減少し、3,762百万円となりました。

  主な要因は、四半期純損失38百万円の計上及び配当の支払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、５百万円を計上しております。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ457百万円増加し、1,655

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） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、59百万円の収入（前年同四

半期は578百万円の支出）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123百万円、減価償

却費359百万円、のれん償却額267百万円及び売上債権の減少額1,244百万円であります。主な支出要因は、

仕入債務の減少額940百万円、法人税等の支払額690百万円、たな卸資産の増加額169百万円及び未払金の減

少額156百万円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,300百万円の支出（前年同

四半期は717百万円の支出）となりました。主な収入要因は、貸付金の回収による収入77百万円であります。

主な支出要因は、調剤薬局事業における新規出店及びＭ＆Ａ（株式及び営業権の譲受け含む）等による事

業規模拡大に向けた積極的な設備投資を反映して、敷金及び保証金の差入による支出153百万円、有形固定

資産の取得による支出507百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出404百万円及び事

業譲受による支出81百万円が発生し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） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,697百万円の収入（前年同

四半期は285百万円の支出）となりました。主な収入要因は、短期借入金の純増額2,142百万円及び長期借

入れによる収入995百万円であります。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出1,166百万円、リー

ス債務の返済による支出142百万円及び配当金の支払額126百万円によるものであります。 

 

(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。 
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,351,852 1,815,118

売掛金 6,339,210 5,367,294

商品及び製品 2,411,691 2,691,651

原材料及び貯蔵品 521 488

その他 946,245 1,016,075

貸倒引当金 △127,099 △127,231

流動資産合計 10,922,422 10,763,398

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,353,628 2,499,010

その他（純額） 2,310,512 3,108,791

有形固定資産合計 4,664,141 5,607,801

無形固定資産   

のれん 2,721,320 3,088,195

その他 203,799 190,323

無形固定資産合計 2,925,120 3,278,518

投資その他の資産   

投資有価証券 346,149 349,074

敷金及び保証金 1,232,639 1,375,236

その他 1,593,487 1,680,292

貸倒引当金 △73,908 △81,783

投資その他の資産合計 3,098,368 3,322,820

固定資産合計 10,687,631 12,209,140

資産合計 21,610,053 22,972,539
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,685,241 7,280,220

短期借入金 － 2,151,742

1年内返済予定の長期借入金 1,748,201 1,733,244

未払法人税等 715,618 183,782

賞与引当金 357,651 363,210

その他 1,203,153 1,242,244

流動負債合計 11,709,865 12,954,444

固定負債   

長期借入金 4,058,876 4,138,375

退職給付引当金 189,091 234,051

資産除去債務 194,769 225,147

その他 1,450,571 1,657,886

固定負債合計 5,893,309 6,255,460

負債合計 17,603,174 19,209,904

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 1,604,694

自己株式 △114 △157

株主資本合計 3,909,801 3,744,409

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 13,216

繰延ヘッジ損益 △177 △56

その他の包括利益累計額合計 43,433 13,159

新株予約権 53,644 5,065

純資産合計 4,006,879 3,762,634

負債純資産合計 21,610,053 22,972,539
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 19,795,407 22,744,639

売上原価 17,190,075 19,980,737

売上総利益 2,605,331 2,763,902

販売費及び一般管理費 2,104,677 2,493,002

営業利益 500,654 270,899

営業外収益   

受取利息 4,208 3,561

受取配当金 2,586 1,921

不動産賃貸料 9,942 14,581

保険解約返戻金 10,327 －

受取手数料 13,057 8,140

その他 18,215 23,458

営業外収益合計 58,339 51,663

営業外費用   

支払利息 74,527 87,937

不動産賃貸費用 11,376 15,073

支払手数料 10,512 8,293

その他 2,874 11,825

営業外費用合計 99,290 123,129

経常利益 459,703 199,433

特別利益   

固定資産売却益 313 －

関係会社株式売却益 6,642 －

特別利益合計 6,955 －

特別損失   

固定資産除売却損 2,769 875

減損損失 35,321 74,808

特別損失合計 38,091 75,683

税金等調整前四半期純利益 428,568 123,749

法人税、住民税及び事業税 536,421 159,748

法人税等調整額 △242,301 2,535

法人税等合計 294,119 162,284

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

134,449 △38,534

四半期純利益又は四半期純損失（△） 134,449 △38,534
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

134,449 △38,534

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,830 △30,394

繰延ヘッジ損益 177 120

その他の包括利益合計 4,008 △30,273

四半期包括利益 138,457 △68,808

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 138,457 △68,808
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 428,568 123,749

減価償却費 314,708 359,816

減損損失 35,321 74,808

のれん償却額 190,036 267,282

株式報酬費用 13,830 △48,578

貸倒引当金の増減額（△は減少） △829 6,966

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,219 5,220

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,582 33,423

受取利息及び受取配当金 △6,795 △5,482

保険解約損益（△は益） △10,327 －

支払利息 74,527 87,937

支払手数料 10,512 8,293

関係会社株式売却損益（△は益） △6,642 －

固定資産除売却損益（△は益） 2,455 875

売上債権の増減額（△は増加） 410,699 1,244,344

たな卸資産の増減額（△は増加） △276,462 △169,279

前払費用の増減額（△は増加） 17,588 △6,945

仕入債務の増減額（△は減少） △859,075 △940,688

未払金の増減額（△は減少） △85,596 △156,398

未払費用の増減額（△は減少） 1,856 △75,453

その他 28,167 28,375

小計 329,345 838,266

利息及び配当金の受取額 7,342 2,623

利息の支払額 △75,584 △91,347

法人税等の支払額 △839,342 △690,007

営業活動によるキャッシュ・フロー △578,238 59,535

㈱アイセイ薬局　平成26年３月期　第２四半期決算短信

- 8 -



(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 △156,890 △118,063

定期預金及び定期積金の払戻による収入 247,294 117,636

有形固定資産の取得による支出 △421,972 △507,285

有形固定資産の売却による収入 996 611

無形固定資産の取得による支出 △15,465 △10,006

投資有価証券の取得による支出 △49 △49,837

長期前払費用の増加による支出 △29,723 △100,128

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△381,300 △404,768

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

33,776 －

貸付けによる支出 △75,671 △79,375

貸付金の回収による収入 34,073 77,471

敷金及び保証金の差入による支出 △92,265 △153,970

敷金及び保証金の回収による収入 361,987 8,815

保険積立金の解約による収入 10,086 12

事業譲受による支出 △230,967 △81,129

その他 △963 △169

投資活動によるキャッシュ・フロー △717,053 △1,300,188

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） 210,000 2,142,000

リース債務の返済による支出 △120,033 △142,317

長期借入れによる収入 795,000 995,000

長期借入金の返済による支出 △1,088,633 △1,166,935

セール・アンド・リースバックによる収入 33,062 －

ストックオプションの行使による収入 5,028 －

配当金の支払額 △109,440 △126,814

その他 △10,567 △3,221

財務活動によるキャッシュ・フロー △285,583 1,697,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,580,875 457,057

現金及び現金同等物の期首残高 2,839,572 1,198,492

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,258,697 1,655,550
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(４)  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。 
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(重要な後発事象)  

(株式取得による企業結合) 

当社は、平成25年11月１日付で明芳産業株式会社の全株式(200株)を同社株主から譲受けいたしました。 

① 企業結合の概要 

１）  被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称    明芳産業株式会社 

事業の内容          調剤薬局事業 

２）  企業結合を行った主な理由 

当社グループの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、子会社化いたしました。 

３）  企業結合日 

平成25年11月１日 

４）  企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

５）  結合後企業の名称 

明芳産業株式会社 

６）  取得した議決権比率 

100% 

７）  取得企業を決定するに至った主な根拠 

当社が、現金を対価として明芳産業株式会社の全株式を取得したためであります。 

② 被取得企業の取得原価及びその内訳 

取得の対価（現金） 895,000千円 

取得に直接要した費用（アドバイザリー費用等） －千円 

取得原価 895,000千円 

③ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

現時点では、確定しておりません。 
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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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