
■アイドママーケティングコミュニケ―ション（東証1部/9466）
※図表はバフェット・コード様の著作より転載

スーパー・ドラッグストア向け販促マーケティング支援企業。顧客常駐型でコンサルから販
促実施までのPDCAワンストップ対応。デジタル化対応による新次元への対応が急務。

岩盤

安定 安定

9.6倍

高配当※N/Aだったため手補正

効率的

時価総額2桁
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■ビジネス図解

【凡例】

i

情報

¥

カネ

o

モノ カネ以外の流れカネの流れ 自社 他社

データ

コメント アクター

アイドマMC

小売店
(スーパー・ドラックストア)

¥

消費者販促活動展開

購入消費

¥

販促活動によって消費拡大に寄与

POPやMD戦略等で消費者への販促を実施

創業からバロー厚い。
ライフ、コスモス薬局、薬王堂等

サービス対価

バロー向けが60%弱、ライフが10%強

富山本社
（マーケティングT)

¥
管理・運営

支局・支店
（販促支援T)

¥

リソース拠出

顧客動向

i

主に人を出し支援体制の司令塔へ

定非量情報も含む

総合型販促
支援サービス

調査依頼・発注
営業情報共有

POSデータ等の実績
(顧客からの信任があるから授受可)

ii

顧客の販促部
門と一体で対応

統計データ

営業情報i

顧客先に常駐

定量データ等(売上等)

傾向分析(AI)

i

i 顧客動向

i
販促方針提案

非定量情報も含む

総合的見地で販促素案を策定

印刷・配布業者

¥

紙媒体チラシo

東京営業本部
（デザイン支援T)

¥
管理・運営

総原価の約8割
大連アイドマ¥

管理・運営

商材データ

商材データ

画像やフォント等の基礎データ

チラシ原稿o¥
チラシ発注

SBIファンド

i¥
技術ベンチャー

出資・買収

i

チラシ原稿

情報連携
(販促内容・制作活動)

i

i

販促用電子データ

紙媒体以外の広告商材等

i 気象情報・メディア情報

M

日販との相関が高い気象データやトレンド・インフ
ルエンサー等の各種情報をインプット

i

ニューフォリア/JAM

デジタルサイネージやドラッグ向けノウハウの獲得



■売上構造

販促単価販促機会 ×
売上

顧客常駐数×販促タイミング 広告費単価

売上安定成長・14期連続増収

※図表は会社開示の決算説明資料より抜粋

常駐先の推移と共に売上も安定増加

大手小売り（バロー、ライフ、薬王堂、コスモス薬品、薬王堂）各社への販促。各店舗地域毎に
原則は常駐型できめ細かいサービスを展開。常駐先での信頼が新たな実績を作るスパイラル。



■コスト構造
※図表は会社開示の有価証券報告書から転載

営業利益 約10%超

コスト

変動費要素の強い外注費が多い

人件費外注費 +
売上比 約70% 売上比 約12％

コストの大半は変動費要素の強い外注費で構成。
限界利益のハードルが比較的低いものと推測され、収益構造は優れていると思われる。

外注費:原価の約9割

労務費:原価の約7%

原価明細

販管費明細

販管費はほぼ人件費



■成長シナリオ

顧客・拠点数の伸長と次世代販促の実現による業績寄与の両面を期待

※図表は会社開示の株主通信から転載

エリア拡大型
新サービス型

M&A型

コストダウン型 値上げ型体制整備による体質改善による効果

顧客数と顧客内シェアの両輪での拡大により、全国各地の
拠点数が伸長することによる販促機会の獲得。

付加価値向上で余地あるか？

デジタル化対応やCRMの深堀り
による高次元マーケティングの実
現。また同業買収効果を期待



■財務データの確認（PL）

上場後も安定業績推移 → 直近の主要顧客の販促調整影響をどう見極めるか

売上安定成長

粗利率安定推移

販管費率抑制傾向か？

上場後安定推移

売上は19/3期で踊り場。今後の推移には注視（会社ガイダンスは2桁増収）販管費は抑制傾
向も今後の利益寄与は限定的か。営業利益は安定推移で売上寄与の増益実現がポイント。

新学期の生徒入れ替えで３Qは業績が凹む季節要因あり



■財務データの確認（BS）

財務面はキャッシュリッチで岩盤なBSを構築。今後の投資に注目したい。

※一部図表は会社開示の決算短信抜粋

当座資産がやや過多
→使途に注目

100%大幅超で安全圏

低水準で安全性高い

純資産が順調増

長期借入金増加
（MAの影響か。）

キャッシュリッチ

長期借入が急増(といってもBS全体ではごく軽微)
→M&Aによる買収先の連結影響か？



■財務データの確認（CF）

安定的フリーキャッシュフローからキャッシュリッチな状況。ここからどうするか。

安定的な営業CFの推移

上場後は積極的な投資を実施

財務CFは安定かつ配当支払い

キャッシュリッチな状況

慎重を期しながらも投資成果を
取りにいく機会を待ちたい。

ベース顧客があり安定的なキャッ
シュイン

キャッシュバックアプリなど失敗も。
MAも慎重に選別を期待したい。



■決算アウトルック

前期に達成出来なかった営業利益10億の壁に再チャレンジ。
～ 減収減益懸念から安定ガイダンスでまずは一安心といった決算 ～

※表は会社開示の決算短信より転載

■前期(18/3期) 当初予算

■前期(18/3期) 実績

■今期(19/3期) 予想

再度、営業益10億超を目指す

３Q時に下方修正を出し、今期見込み
も減収減益を不安視されていた

しかしながら、今期予想は前期当初予
算を超える増収増益ガイダンスで安心感

10億目標届かず



■決算精査（売上－粗利の状況）

４Qよく頑張った。バローの販促調整の影響は今期継続注視
～ 売上状況で仕事の総量変化が回復基調であるかに特に留意 ～

売上 2,067百万円

粗利益 445百万円
（21.5%）

前期4Q

売上 2,365百万円

粗利益 556百万円
（23.5%）

今期4Q

※図は会社開示の決算短信より転載

14%増収／25%増益

1Q 2Q 3Q 4Q

売上:増加
粗利益:微増
利益率:低下

売上:減少
粗利益:減少
利益率:減少

売上:減少
粗利益:減少
利益率:微増

売上:増加
粗利益:増加
利益率:増加

19/3期 前期比比較

■2Qで「販促調整の影響」の文言が短信上で表記

4Qで回復傾向が伺えるものの、本
格的な回復基調となるかは引き続
き注視をしていく必要がある。
特に販促調整の影響を見るため
トップラインの状況変化に注目。



■決算精査（販管費の状況）

販管費は額面は微増も売上増収効果で4Qは増加傾向の中、販管費率圧縮

売上 2,067百万円

販管費 298百万円
（14.4%）

前期4Q

販管費は横ばい

変調なし！
販管費はほぼ人件費（役員報酬を含む）で安定的に推移

売上 2,365百万円

販管費 307百万円
（13.0%）

今期4Q



■決算精査（営業利益の状況）

四半期単位でみると凹凸あり、長い目線での評価が肝要
～販促タイミングや経費支払いタイミングの兼ね合い～

70%増益

やっぱり4Qはよくリカバリしたな～という印象。
バローの販促調整の影響がなくなったのか、
MA寄与が顕在化しているだけか、引き続き注視。

順調！

売上 2,067百万円

営業
利益

147百万円
（7.1%）

前期4Q

売上 2,365百万円

営業
利益

250百万円
（10.6%）

今期4Q



■還元姿勢

優待実施はないものの、高配当と認識。安定推移をもう何期か見守る

配当性向は30%をメドか。
配当利回り、DOE面からも配当魅力。

※図は会社IRより転載

株主優待は現状でも未実施。



■株価推移

販促調整影響懸念で株価は失望中
～今期ガイダンス達成で安定基軸に戻れば株価反発も期待～

バローの販促調整影響の懸念台頭

レシート電子化のテーマ物色



■事業上のリスク

業界やバローの動向という外部要因と人材面の内部要因の双方にリスク

社長高齢化・経営者

創業社長の蛯谷氏のカリスマで率いられている面
も大きく、高齢化のため今後の経営者存続リスク
を有すると認識。

販促手段のイノベーション

従来の販促手段を超えたイノベーションが業界内
に生じた際に、同社強みや手法が業界内で通用
しなくなる可能性。

バローへの依存

主要顧客のバロー向けは売上の6割弱を占め、
今後の取引状況次第で収益に影響を及ぼす恐
れ。

人材獲得・育成の遅滞

新規ビジネスあるいはデジタル化による高度化
サービス展開において、優秀な人材の定着がない
と推進力が低下し成長阻害となる可能性。

現時点では熱意も高くカリスマを発揮しており、今後後進者の育成なども睨
みつつ、経営者の後継については注視をしていく。

デジタル化や新技術対応などはベンチャー出資やM&Aで積極的に投資を進
め、イノベーションに対応していく体制作りを進めている。小売り業界の最新の
販促トレンドには要注視。

バロー向けは過去の取引実績に応じて信頼を損なわれないよう常駐型を中
心に顧客のマーケティング現場に深く入ることで離反リスクを抑制している。ま
た全体収益の影響を薄めるため、新規顧客の開拓を積極的に進める活動を
進めており、じわり新規拡大も進んでいる。とりわけドラッグストア向けは今後
期待がされる分野である。

現時点では年収水準も低く、今後の人材獲得・育成に関しては成長阻害要
因として懸念。優秀な人材の定着に向けて具体的にどのような取り組みをし
ていくかを要注視。※本来施策展開で軽減と判断したいところだが・・・



■未来の考察

売上予測はやや強気の10%弱の成長を期待しEPS10%成長前提

売上 CAGR 10%弱
※新規獲得×既存深堀をベースシナリオ

利益 利益率横ばいからやや増
※規模経済と高付加価値効果を期待

個人的見解に基づく皮算用です
(会社開示の予測ではありません)

EPS伸長
10%を期待

65-70円

23/3期想定EPS

15-20倍

想定PER

1,000-1,400円

目標株価

× ＝

415-450円

23/3期想定BPS

2.5-4.5倍

想定PBR

1,040-2,025円

目標株価

× ＝

※過去平均14.6倍 過去最高21.2倍

※過去平均2.9倍 過去最高5.3倍

1000円台前半～半ば
水準をまず期待

ドラッグストアなどの新規拡大と既存顧客の拠点拡大で10%成長はやや野心的か。販管費
低減効果などで利益率は横ばいからサービス付加価値向上で微増を期待。



■特記事項メモ

・不況期においては、販促がより重要になる局面にもなり、不況耐性を有すると考えられる。
→但し、会社見解は上記通りだが、本当にそうかは不透明でもあるのが実情。
（コストダウン志向である程度販促費も抑制方向になるのではないかとの懸念）

・IRページの情報鮮度が古く残念。
→IRの電話対応はよいのだが、社長挨拶や情報開示姿勢の消極さが目につき残念。

・創業期は資金集めにも苦労し、貧乏で苦労した経験もあり、今でも経営者として慎重を期したオ
ペレーションを重視されている印象。

・富山の本社社屋はとってもお洒落。



■最後に

当ファイルはあくまで個人的な見解に基づき記載をしています。
記載されている定量的・定性的内容については、事実と異なる可能性を多分に含んでおります。
従って、実際の投資判断はあくまで各自の主体的判断に基づき行われるようにお願いいたします。
なお、対象会社への投資を勧誘するものでも、否定するものでもありません。いわゆる煽りの意思は
一切ございません。

また、当方は初心者投資家でありますので、あるべき観点や考察の浅さが目に付くこともあろうかと
思います。そのような点にお気づきになりましたら、ぜひご指導のためにもご指摘を頂けますと大変嬉
しく思います。そのようなご指摘を頂ける機会を望み、稚拙ながら情報発信を続けておりますので、
ご理解とご協力をお願いできればと思います。

最後に、当資料の公開について、対象会社などからご指摘があった場合、即座に訂正をさせて頂く
とともに、必要に応じて公開を取りやめることといたします。


