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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第２四半期 188,485 0.9 3,896 △27.3 5,158 △21.5 2,915 △23.1

28年３月期第２四半期 186,798 8.9 5,362 428.8 6,570 213.8 3,790 294.7
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 2,953百万円(△21.3％) 28年３月期第２四半期 3,751百万円( 263.1％)
　

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

29年３月期第２四半期 118.82 －

28年３月期第２四半期 151.26 －
　

　

（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 ％

29年３月期第２四半期 143,263 79,927 55.8

28年３月期 142,404 77,955 54.7
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 79,927百万円 28年３月期 77,955百万円
　　

　

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

28年３月期 － 30.00 － 40.00 70.00

29年３月期 － 35.00

29年３月期(予想) － 35.00 70.00

(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 377,500 1.1 10,100 △9.2 12,500 △7.1 6,800 △1.8 277.13
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 有
　

　

（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
　

　

（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) 29年３月期２Ｑ 25,472,485株 28年３月期 25,472,485株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 935,583株 28年３月期 935,555株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 24,536,900株 28年３月期２Ｑ 25,061,957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、この四半期決算
短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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）３ページ「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。

・当社は、平成28年11月25日に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。
その模様及び説明内容（音声）については、当日使用する決算説明資料とともに、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わが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、

緩やかな景気回復基調で推移いたしましたが、中国をはじめとした海外経済の減速や英国の欧州連合（ＥＵ）から

の離脱決定、個人消費における節約志向等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社が属するドラッグストア業界は、同業各社の積極的な出店や法的規制緩和による競争環境のめまぐるしい変

化を受け、異業種を交えた業務・資本提携、Ｍ＆Ａ等、企業の生き残りをかけた統合・再編の動きが活発化してお

ります。

このような状況下、当社は、「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」という経営理念の

もと、事業の質的向上のため、グループ全社が一体となって、お客様へのサービスや利便性を徹底的に高めると同

時に、高収益体質への変革を推進しております。平成29年３月期は、①積極的な改装による既存店舗の活性化、②

顧客特性に応じたマーチャンダイジングの標準化、③ＩＣＴ活用による更なるお客様の利便性の向上、④モバイル

端末活用による店舗作業の効率化、⑤地域の方々の健康増進を支援する「健康サポート薬局」機能の強化を目指し

ております。当第２四半期連結累計期間におきましては、特にお客様の利便性を高める取り組みとして、スマート

フォン用アプリ「ココカラ公式アプリ」を立ち上げました。また、モバイル端末の導入・活用開始により商品の発

注精度向上や店舗作業の時間短縮などが実現し、中長期的な収益改善に向けた取り組みが計画通り進捗しておりま

す。度重なる台風等の天候不順による消費低下、一部のインバウンド関連商品の伸び悩み、Ｃ型肝炎治療薬の患者

数減少等の影響があったものの、主に既存店舗の活性化策によりカバーし、既存店売上高は前年同期比1.5％増とな

りました。

中期経営計画において、前期及び当期は、継続する店舗と撤退する店舗を明確化し経営資源を集中させて、店舗

ごとの最適化を推進する時期と位置づけております。これにより出退店につきましては、新規に14店舗を出店（事

業譲受した２店舗を含む）、不採算店27店舗を退店し収益改善を図るとともに、57店舗の改装を実施する等店舗の

新陳代謝を促進いたしました。当第２四半期連結会計期間末の当社グループ店舗数は、1,294店舗（前年同期比25店

舗減）となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、188,485百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益3,896百万

円（同27.3％減）、経常利益5,158百万円（同21.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,915百万円（同

23.1％減）となりました。

[国内店舗数の推移]

平成28年４月１日
期首時点の総店舗数

出店 退店
平成28年９月30日
現在の総店舗数

株式会社ココカラファイン ヘルスケア 1,249 13 27 1,235

株式会社岩崎宏健堂 58 1 - 59

合計 1,307 14 27 1,294

（内、調剤取扱） (232) (7) (1) (238)

[国内地域別店舗分布状況（平成28年９月30日現在）]

地域 店舗数 地域 店舗数 地域 店舗数 地域 店舗数

北海道 27 富山県 3 兵庫県 104 福岡県 57

宮城県 2 石川県 1 奈良県 36 佐賀県 2

山形県 1 福井県 2 和歌山県 29 長崎県 18

福島県 3 山梨県 3 鳥取県 14 熊本県 7

茨城県 2 長野県 3 島根県 2 大分県 5

栃木県 6 岐阜県 18 岡山県 8 沖縄県 6

群馬県 1 静岡県 37 広島県 29

埼玉県 44 愛知県 97 山口県 72

千葉県 19 三重県 58 徳島県 4

東京都 239 滋賀県 10 香川県 7

神奈川県 55 京都府 35 愛媛県 5

新潟県 66 大阪府 154 高知県 3 合計 1,294

決算短信（宝印刷） 2016年10月31日 09時37分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社ココカラファイン(3098) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 3 ―

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産に関する状況

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、143,263百万円となり、前連結会計年度末に比べて859百万円

増加いたしました。主な要因は、現金及び預金955百万円の減少、売掛金281百万円の減少、たな卸資産245百万円の

増加、その他（未収入金他）1,059百万円の増加、有形固定資産657百万円の増加、無形固定資産276百万円の増加、

投資その他の資産144百万円の減少等によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、63,336百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,112百万円

減少いたしました。主な要因は、買掛金1,492百万円の増加、短期借入金600百万円の減少、未払法人税等2,061百万

円の減少等によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、79,927百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,971百万

円増加いたしました。主な要因は、配当金981百万円の支払いによる減少、当第２四半期連結累計期間における親会

社株主に帰属する四半期純利益2,915百万円による増加等によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、11,939百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ963百万円減少いたしました。当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシ

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の結果得られた資金は、4,070百万円（前年同四半期比6,232百万円

の減少）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が4,862百万円に対して、主な増加要因として非資金費

用である減価償却費及びその他の償却費の計上1,760百万円、仕入債務の増加額1,492百万円、売上債権の減少額281

百万円があったものの、減少要因としてたな卸資産の増加額215百万円、法人税等の支払額4,201百万円があったこ

と等によるものであります。

（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の結果使用された資金は、3,310百万円（前年同四半期比1,430百万

円の増加）となりました。これは主として新規出店等による有形固定資産の取得による支出2,140百万円、無形固定

資産の取得による支出431百万円、事業譲受による支出407百万円、敷金及び保証金の差入による支出516百万円、敷

金及び保証金の回収による収入427百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出119百万円があった

こと等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の結果使用された資金は、1,722百万円（前年同四半期比2,080百万

円の減少）となりました。これは主として、短期借入金の返済による支出600百万円、配当金の支払額982百万円が

あったこと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

平成29年３月期の業績予想につきましては、平成28年５月10日に公表いたしました数値から変更しております。

詳細につきましては、本日（平成28年10月31日）発表の「平成29年３月期第２四半期累計期間業績予想と実績値と

の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果と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

（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

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この結果、当第２四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29百万円

増加しております。

（４）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,902 11,947

売掛金 17,161 16,880

たな卸資産 45,905 46,151

その他 10,850 11,909

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 86,816 86,885

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,106 11,201

土地 11,040 11,042

その他（純額） 3,852 4,413

有形固定資産合計 25,999 26,657

無形固定資産

のれん 556 656

その他 1,755 1,931

無形固定資産合計 2,311 2,588

投資その他の資産

敷金及び保証金 20,780 20,512

その他 6,665 6,776

貸倒引当金 △168 △156

投資その他の資産合計 27,276 27,132

固定資産合計 55,588 56,378

資産合計 142,404 143,263
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 40,457 41,950

短期借入金 900 300

未払法人税等 4,000 1,939

賞与引当金 1,827 1,908

ポイント引当金 2,655 2,815

その他 8,508 8,162

流動負債合計 58,349 57,076

固定負債

退職給付に係る負債 3,532 3,649

その他 2,567 2,610

固定負債合計 6,100 6,260

負債合計 64,449 63,336

純資産の部

株主資本

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 34,439 34,439

利益剰余金 46,181 48,115

自己株式 △3,580 △3,580

株主資本合計 78,040 79,974

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 198 208

退職給付に係る調整累計額 △283 △255

その他の包括利益累計額合計 △85 △47

純資産合計 77,955 79,927

負債純資産合計 142,404 143,263
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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：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 186,798 188,485

売上原価 138,848 140,805

売上総利益 47,949 47,680

販売費及び一般管理費 42,587 43,784

営業利益 5,362 3,896

営業外収益

発注処理手数料 609 628

受取賃貸料 443 437

その他 598 620

営業外収益合計 1,651 1,685

営業外費用

賃貸費用 431 413

その他 10 10

営業外費用合計 442 423

経常利益 6,570 5,158

特別利益

その他 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失

固定資産除却損 44 75

賃貸借契約解約損 76 88

減損損失 107 93

関係会社株式評価損 － 35

災害による損失 31 －

その他 9 3

特別損失合計 270 297

税金等調整前四半期純利益 6,301 4,862

法人税等 2,510 1,946

四半期純利益 3,790 2,915

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,790 2,915
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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：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 3,790 2,915

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △64 9

退職給付に係る調整額 25 27

その他の包括利益合計 △39 37

四半期包括利益 3,751 2,953

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,751 2,953

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 6,301 4,862

減価償却費及びその他の償却費 1,671 1,760

減損損失 107 93

のれん償却額 211 189

受取利息及び受取配当金 △51 △46

支払利息 6 2

固定資産除却損 44 75

固定資産受贈益 △196 △180

関係会社株式評価損 － 35

賃貸借契約解約損 76 88

売上債権の増減額（△は増加） △1,145 281

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,704 △215

仕入債務の増減額（△は減少） 698 1,492

引当金の増減額（△は減少） 158 238

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 151 159

その他 934 △577

小計 10,672 8,262

利息及び配当金の受取額 12 11

利息の支払額 △6 △2

法人税等の支払額 △375 △4,201

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,302 4,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,636 △2,140

無形固定資産の取得による支出 △99 △431

事業譲受による支出 － △407

敷金及び保証金の差入による支出 △281 △516

敷金及び保証金の回収による収入 408 427

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

－ △119

その他 △270 △123

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,879 △3,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △300 △600

自己株式の取得による支出 △2,600 △0

配当金の支払額 △753 △982

その他 △149 △139

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,802 △1,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,619 △963

現金及び現金同等物の期首残高 6,164 12,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,784 11,939
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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。

（開示の省略）

上記以外の注記事項につきましては、当第２四半期決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられま

すため、開示を省略しております。
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