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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 28,631 9.8 759 － 691 － 173 －

27年３月期第２四半期 26,064 14.6 1 △99.6 △84 － △200 －
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 283百万円( －％) 27年３月期第２四半期 △190百万円( －％)
　

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

28年３月期第２四半期 75.88 74.64

27年３月期第２四半期 △87.74 －
　

(注) 平成27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 ％

28年３月期第２四半期 27,806 4,337 15.5

27年３月期 27,484 4,095 14.8
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 4,322百万円 27年３月期 4,073百万円
　
　
　

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

27年３月期 － 0.00 － 20.00 20.00

28年３月期 － 0.00

28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28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 58,208 5.4 1,613 △4.2 1,344 △11.7 597 184.3 261.28
(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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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注) 詳細は、四半期決算短信（添付資料）４頁「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（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) 28年３月期２Ｑ 2,291,000株 27年３月期 2,285,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 104株 27年３月期 85株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 2,286,592株 27年３月期２Ｑ 2,284,915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「１．当四
半期決算に関する定性的情報（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27年11月26日(木)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は、企業収益の改善に伴う設備投資の増加、雇用・所得環境の好

転等の現象が見られ、景気は緩やかな回復基調が続いております。一方で、消費税増税による個人消費の減速や円安

による原材料費の上昇、中国をはじめとする新興国の景気減速の影響などの懸念材料があり、先行きについては依然

として不透明な状況にあります。

調剤薬局業界におきましては、在宅医療の推進やジェネリック医薬品の一層の使用拡大が求められる等、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、在宅医療の推進やジェネリック医薬品の使用

拡大等を積極的に推進するとともに、電子お薬手帳「おくすりPASS」の普及促進や受診科判定アプリ「SearchDr.(サ

ーチドクター)」のリリース開始など、地域医療に貢献する「ヘルス・デザイン・カンパニー」として様々な施策に

取り組んでまいりました。また、効率的な薬局運営や経費削減なども併せて進めてまいりました。

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、売上高は、前年同期比9.8％増、2,566百万円

増の28,631百万円、営業利益は、給与規程の改定に伴う賞与引当金519百万円を計上しましたが、効率的な薬局運営

や経費削減等により、前年同期比758百万円増の759百万円、経常利益は、前年同期比776百万円増の691百万円、親会

社株主に帰属する四半期純利益は、保有する不動産や調剤薬局店舗等で減損損失170百万円を計上しましたが、前年

同期比373百万円増の173百万円となりました。

　

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、３店舗の新規出店と１店舗の譲渡を行いました。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305店舗となりました。

　この結果、売上高は、前年同期比9.5％増、2,380百万円増の27,497百万円となりました。セグメント利益

は、給与規程の改定に伴う賞与引当金の計上はありましたが、効率的な薬局運営や経費削減等により、前年同

期比47.0％増、702百万円増の2,196百万円となりました。

　

② その他

　当社グループでは、主なその他の事業として介護福祉事業（株式会社愛誠会）及び不動産リース事業（株式

会社日本医療サービス）を営んでおります。

その他の事業は、売上高は、前年同期比29.2％減、532百万円減の1,291百万円となりました。セグメント利

益は、前年同期比14.5％増、6百万円増の48百万円となりました。

　

（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27,484百万円に対し、321百万円増加し、27,806百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末の13,677百万円に対し、549百万円増加し、14,227百万円となりました。主な要因

は、現金及び預金の増加878百万円、売掛金の減少577百万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13,807百万円に対し、228百万円減少し、13,579百万円となりました。主な要因

は、新規店舗の開発による有形固定資産のその他の増加173百万円、敷金及び保証金の増加82百万円及び時価の上昇

に伴う投資有価証券の増加124百万円がありましたが、のれんの償却等による減少350百万円及び投資その他の資産の

その他の減少288百万円等によるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末の23,388百万円に対し、80百万円増加し、23,468百万円となりました。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419百万円、給与規程の改定等に伴う賞与

引当金の増加493百万円があったものの、支払手形及び買掛金の減少519百万円、法人税等の納付による未払法人税等

の減少71百万円及び長期借入金の返済による減少560百万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4,095百万円に対し、241百万円増加し、4,337百万円となりました。主な要因

は、親会社株主に帰属する四半期純利益173百万円の計上、その他有価証券評価差額金の増加99百万円、配当の支払

45百万円等によるものであります。
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（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870百万円増加し、3,585百万円とな

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、1,624百万円の収入（前年同四半期は

2,012百万円の収入）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508百万円、減価償却費487百万円、

賞与引当金の増加額493百万円及び売上債権の減少額577百万円であります。主な支出要因は、仕入債務の減少額519

百万円、利息の支払額104百万円、法人税等の支払額524百万円であります。

（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、263百万円の支出（前年同四半期は

1,410百万円の支出）となりました。主な収入要因は、貸付金の回収による収入61百万円、敷金及び保証金の回収に

よる収入33百万円であります。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、有形固定資産の取得による支出237百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円、敷金

及び保証金の差入による支出128百万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、489百万円の支出（前年同四半期は134

百万円の収入）となりました。主な収入要因は、短期借入金の純増額419百万円及び長期借入れによる収入400百万円

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1,042百万円、リース債務の返済による支出220百万円及

び配当金の支払額45百万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

当社は、平成27年10月30日付「特別損失の計上及び平成28年３月期第２四半期連結業績予想の修正に関するお知ら

せ」において公表しておりますとおり、平成28年３月期第２四半期連結累計期間において売上高及び各利益におい

て、期初予想を上回り推移いたしました。

通期の業績予想につきましては、今後の業績進捗を慎重に見極めたうえで修正が必要な場合には速やかに開示いた

します。現時点において、平成27年５月13日に公表いたしました通期の連結業績予想の数値から変更はございませ

ん。
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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

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及

び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による

差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変

更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の

確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させ

る方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示

の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度につ

いては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会

社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記

載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は

売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載す

る方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,998,151 3,876,239

売掛金 6,865,095 6,287,310

商品及び製品 2,982,328 3,071,209

原材料及び貯蔵品 607 340

その他 878,580 1,039,335

貸倒引当金 △47,224 △47,178

流動資産合計 13,677,538 14,227,256

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,727,794 2,706,161

その他（純額） 3,272,750 3,446,634

有形固定資産合計 6,000,545 6,152,796

無形固定資産

のれん 3,454,221 3,103,695

その他 273,293 257,135

無形固定資産合計 3,727,515 3,360,831

投資その他の資産

投資有価証券 462,295 586,608

敷金及び保証金 1,640,397 1,722,782

その他 2,046,154 1,757,638

貸倒引当金 △69,553 △1,613

投資その他の資産合計 4,079,293 4,065,415

固定資産合計 13,807,354 13,579,043

資産合計 27,484,893 27,806,300
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,616,249 11,096,579

短期借入金 － 419,000

1年内返済予定の長期借入金 1,994,050 1,912,450

未払法人税等 588,411 516,886

賞与引当金 405,375 899,143

その他 1,266,600 1,342,082

流動負債合計 15,870,686 16,186,142

固定負債

長期借入金 4,986,100 4,425,675

退職給付に係る負債 440,215 474,139

資産除去債務 243,459 249,132

その他 1,848,468 2,133,905

固定負債合計 7,518,243 7,282,853

負債合計 23,388,930 23,468,996

純資産の部

株主資本

資本金 1,629,388 1,634,772

資本剰余金 510,484 515,868

利益剰余金 1,934,329 2,062,136

自己株式 △181 △215

株主資本合計 4,074,020 4,212,561

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 83,780 183,639

退職給付に係る調整累計額 △84,050 △73,705

その他の包括利益累計額合計 △269 109,934

新株予約権 22,212 14,808

純資産合計 4,095,963 4,337,304

負債純資産合計 27,484,893 27,806,300

決算短信 （宝印刷）  2015年11月11日 09時33分 8ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社アイセイ薬局(3170) 平成28年３月期 第２四半期決算短信

7

（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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 26,064,743 28,631,712

売上原価 23,250,792 25,200,865

売上総利益 2,813,951 3,430,847

販売費及び一般管理費 2,812,809 2,671,081

営業利益 1,142 759,765

営業外収益

受取利息 3,725 3,001

受取配当金 7,756 3,873

不動産賃貸料 20,234 25,608

保険解約返戻金 1,125 1,294

受取手数料 9,120 9,952

貸倒引当金戻入額 － 9,000

その他 26,162 19,653

営業外収益合計 68,125 72,383

営業外費用

支払利息 98,319 106,628

不動産賃貸費用 19,863 21,816

支払手数料 22,154 4,000

その他 13,261 7,926

営業外費用合計 153,599 140,371

経常利益又は経常損失（△） △84,331 691,778

特別利益

固定資産売却益 17 －

投資有価証券売却益 － 102

事業譲渡益 － 427

補助金収入 － 14,214

特別利益合計 17 14,743

特別損失

固定資産除売却損 11,555 6,894

固定資産圧縮損 4,103 9,362

減損損失 4,126 170,195

ゴルフ会員権評価損 － 11,174

特別損失合計 19,785 197,626

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

△104,099 508,894

法人税、住民税及び事業税 134,700 470,298

法人税等調整額 △38,315 △134,909

法人税等合計 96,385 335,389

四半期純利益又は四半期純損失（△） △200,485 173,505

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△200,485 173,505
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △200,485 173,505

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,156 99,858

退職給付に係る調整額 8,821 10,344

その他の包括利益合計 9,977 110,203

四半期包括利益 △190,507 283,709

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △190,507 283,709
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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又は税金等調整
前四半期純損失（△）

△104,099 508,894

減価償却費 496,108 487,552

減損損失 4,126 170,195

のれん償却額 348,906 332,567

株式報酬費用 30,395 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,899 △8,250

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,828 493,767

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 22,754 33,924

受取利息及び受取配当金 △11,482 △6,875

保険解約損益（△は益） △1,125 △1,294

支払利息 98,319 106,628

支払手数料 22,154 4,000

事業譲渡損益（△は益） － △427

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △102

補助金収入 － △14,214

固定資産圧縮損 4,103 9,362

固定資産除売却損益（△は益） 11,537 6,894

ゴルフ会員権評価損 － 11,174

売上債権の増減額（△は増加） 1,691,583 577,784

たな卸資産の増減額（△は増加） 216,081 △94,898

前払費用の増減額（△は増加） △6,309 △30,091

仕入債務の増減額（△は減少） △359,696 △519,669

未払金の増減額（△は減少） △209,247 △33,335

未払費用の増減額（△は減少） 71 96,308

その他 64,751 133,370

小計 2,347,861 2,263,267

利息及び配当金の受取額 10,835 6,875

利息の支払額 △98,488 △104,208

過年度決算訂正関連費用の支払額 － △17,290

法人税等の支払額 △247,950 △524,113

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,012,257 1,624,530
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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 △129,674 △12,208

定期預金及び定期積金の払戻による収入 123,649 6,000

有形固定資産の取得による支出 △732,190 △237,892

有形固定資産の売却による収入 1,246 －

無形固定資産の取得による支出 △89,724 △33,508

無形固定資産の売却による収入 87 －

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 22,696

長期前払費用の増加による支出 △13,393 △7,543

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

△158,205 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

12,798 －

貸付けによる支出 △90,891 △425

貸付金の回収による収入 22,820 61,835

敷金及び保証金の差入による支出 △76,327 △128,842

敷金及び保証金の回収による収入 8,565 33,275

保険積立金の解約による収入 4,810 －

事業譲受による支出 △252,631 －

事業譲渡による収入 － 10,742

補助金の受取額 15,120 14,214

その他 △56,461 7,792

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,410,403 △263,864

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） 635,000 419,000

リース債務の返済による支出 △131,588 △220,457

長期借入れによる収入 900,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △1,155,526 △1,042,025

セール・アンド・リースバックによる収入 103 －

ストックオプションの行使による収入 － 3,364

配当金の支払額 △91,396 △45,698

その他 △22,154 △4,033

財務活動によるキャッシュ・フロー 134,438 △489,850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 736,292 870,815

現金及び現金同等物の期首残高 1,999,124 2,714,650

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,735,417 3,585,465
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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。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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