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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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
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３四半期 44,331 9.3 1,755 168.5 1,665 209.9 480 349.8

27年３月期第３四半期 40,541 14.3 653 8.5 537 9.8 106 28.6
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 602百万円( 325.7％) 27年３月期第３四半期 141百万円( 133.0％)
　

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３四半期 209.88 205.56

27年３月期第３四半期 46.72 46.63
　
　

（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３四半期 29,416 4,656 15.8

27年３月期 27,484 4,095 14.8
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 4,641百万円 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) 0.00 0.00
(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 60,000 8.7 2,360 40.1 2,200 44.6 840 300.0 367.01
(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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 2,288,031株 27年３月期３Ｑ 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。
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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３四半期連結累計期間における我が国の経済状況は、円安や原油安等に伴う企業収益の改善や雇用・所得環境

の改善などがみられ、景気は緩やかに回復しております。しかしながら、中国及び新興国の景気減速や個人消費の伸

び悩みなどにより、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

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

拡大などに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３四半期連結累計期間における連結経営成績は、売上高は、既存店の好調等により前年同期比

9.3％増、3,790百万円増の44,331百万円、営業利益は、売上高の増加及び経費削減等により、同168.5％増、1,101百

万円増の1,755百万円、経常利益は、同209.9％増、1,127百万円増の1,665百万円、親会社株主に帰属する四半期純利

益は、店舗の減損損失等による特別損失662百万円を計上しましたが、特別利益の計上及び経常利益等の増加等によ

り、同349.8％増、373百万円増の480百万円となりました。

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３四半期連結累計期間において、９店舗の新規出店と２店舗の譲渡を行いました。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310店舗（純増７店舗）となりました。

この結果、売上高は、既存店の好調等により、前年同期比9.0％増、3,524百万円増の42,609百万円となりま

した。なお、セグメント利益は、効率的な薬局運営や経費削減等により、同31.4％増、901百万円増の3,769百

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。

その他の事業の売上高は、前年同期比19.3％減、466百万円減の1,957百万円となりました。セグメント利益

は、同25.6％増、15百万円増の74百万円となりました。
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（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、1,932百万円増加し、29,416百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末の13,677百万円に対し、2,789百万円増加し、16,466百万円となりました。主な要

因は、現金及び預金の増加1,884百万円、売掛金の増加295百万円、調剤薬局店舗数の増加に伴う商品及び製品の増加

650百万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、857百万円減少し、12,950百万円となりました。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220百万円がありましたが、のれんの償却等による減少581百

万円、投資有価証券の評価損及び売却による減少70百万円及び投資その他の資産のその他の減少430百万円等による

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、1,371百万円増加し、24,760百万円となりました。主な要

因は、長期借入金の返済による減少908百万円がありましたが、支払手形及び買掛金の増加1,002百万円、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847百万円、割賦契約に伴う長期割賦未払金の増加31百万

円及び流動負債のその他の増加322百万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、560百万円増加し、4,656百万円となりました。主な要因

は、親会社株主に帰属する四半期純利益480百万円の計上、その他有価証券評価差額金の増加106百万円及び配当の支

払45百万円等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28年１月20日付「特別利益・特別損失の計上及び平成28年３月期通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月期通期連結業績予想を修正いたしました。詳細は、平成28

年１月20日付「特別利益・特別損失の計上及び平成28年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。

平成28年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

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

前回発表予想（Ａ） 58,208 1,613 1,344 597 261円28銭

今回修正予想（Ｂ） 60,000 2,360 2,200 840 367円01銭

増減額（Ｂ-Ａ） 1,792 746 855 242 －

増減率（％） 3.1 46.2 63.6 40.6 －

（ご参考）前期連結実績

（平成27年３月期）
55,210 1,684 1,521 209 91円90銭

（注）上記の予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際

の業績は今後様々な要因により、今回の修正予想と異なる可能性があります。
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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３四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。

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３四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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,998,151 4,882,371

売掛金 6,865,095 7,161,054

商品及び製品 2,982,328 3,632,937

原材料及び貯蔵品 607 405

その他 878,580 837,514

貸倒引当金 △47,224 △47,533

流動資産合計 13,677,538 16,466,750

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,727,794 2,672,135

その他（純額） 3,272,750 3,493,241

有形固定資産合計 6,000,545 6,165,377

無形固定資産

のれん 3,454,221 2,872,628

その他 273,293 239,654

無形固定資産合計 3,727,515 3,112,282

投資その他の資産

投資有価証券 462,295 391,519

敷金及び保証金 1,640,397 1,666,137

その他 2,046,154 1,615,920

貸倒引当金 △69,553 △1,072

投資その他の資産合計 4,079,293 3,672,505

固定資産合計 13,807,354 12,950,165

資産合計 27,484,893 29,416,915
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,616,249 12,618,785

短期借入金 － 847,500

1年内返済予定の長期借入金 1,994,050 1,843,950

未払法人税等 588,411 427,044

賞与引当金 405,375 464,652

その他 1,266,600 1,589,112

流動負債合計 15,870,686 17,791,044

固定負債

長期借入金 4,986,100 4,077,525

長期割賦未払金 － 31,071

退職給付に係る負債 440,215 493,619

資産除去債務 243,459 252,875

その他 1,848,468 2,114,700

固定負債合計 7,518,243 6,969,790

負債合計 23,388,930 24,760,835

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 2,368,843

自己株式 △181 △215

株主資本合計 4,074,020 4,519,268

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 83,780 190,536

退職給付に係る調整累計額 △84,050 △68,532

その他の包括利益累計額合計 △269 122,003

新株予約権 22,212 14,808

純資産合計 4,095,963 4,656,080

負債純資産合計 27,484,893 29,416,915
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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)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 40,541,123 44,331,411

売上原価 35,803,310 38,754,206

売上総利益 4,737,813 5,577,204

販売費及び一般管理費 4,083,927 3,821,740

営業利益 653,886 1,755,464

営業外収益

受取利息 5,310 4,243

受取配当金 9,580 4,447

不動産賃貸料 32,148 38,953

保険解約返戻金 1,125 11,189

受取手数料 13,871 15,050

貸倒引当金戻入額 － 9,000

その他 43,426 29,812

営業外収益合計 105,463 112,696

営業外費用

支払利息 149,535 153,926

不動産賃貸費用 30,834 33,282

支払手数料 24,584 6,000

その他 17,139 9,769

営業外費用合計 222,094 202,978

経常利益 537,254 1,665,182

特別利益

固定資産売却益 63 －

事業譲渡益 271,541 80,497

投資有価証券売却益 － 566

補助金収入 － 14,214

債務免除益 － 25,524

受取和解金 － 19,694

特別利益合計 271,605 140,496

特別損失

固定資産除売却損 13,470 7,784

固定資産圧縮損 4,103 9,362

減損損失 156,083 486,653

投資有価証券売却損 － 47,924

投資有価証券評価損 － 99,999

ゴルフ会員権評価損 － 11,174

賃貸借契約解約損 30,303 －

過年度決算訂正関連費用 45,138 －

特別損失合計 249,099 662,898

税金等調整前四半期純利益 559,760 1,142,780

法人税、住民税及び事業税 231,430 707,553

法人税等調整額 221,578 △44,985

法人税等合計 453,008 662,567

四半期純利益 106,751 480,212

親会社株主に帰属する四半期純利益 106,751 480,212
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 106,751 480,212

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 21,532 106,755

退職給付に係る調整額 13,232 15,517

その他の包括利益合計 34,764 122,273

四半期包括利益 141,516 602,485

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 141,516 602,485
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（３）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）

協議による合意

当社は、株式会社アイセイ薬局前代表取締役社長の岡村幸彦氏（以下、「前社長」という。）に対し、不適切な

会計処理により当社が被った損害（不適切な会計処理の実態解明のための調査、過年度の有価証券報告書や決算

短信等の訂正等に係る費用）の賠償を求めてまいりました。

前社長との間で協議を行った結果、平成28年１月20日付で、①当社が上記損害として賠償請求しておりました

229百万円について、前社長が平成28年６月末日までにその全額を当社に支払うこと、及び②上記①記載のほか、

不適切な会計処理に関して相互に債権債務関係が一切存在しない旨を当社及び前社長が確認することを合意いた

しました。

当該合意に伴い、平成28年３月期に係る第４四半期連結会計期間において、229百万円の特別利益を計上する

予定であります。

公開買付けについて

当社は、平成28年２月５日付「株式会社アイセイホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関

する意見表明のお知らせ」において、株式会社アイセイホールディングスによる当社の普通株式及び新株予約権

に対する公開買付けに賛同の意見を表明しております。
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