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平成20年3月期 決算短信（非連結） 

平成20年5月9日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．20年3月期の業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 
(1) 経営成績 （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年3月期 10,763 △1.0 333 △1.7 307 △8.8 163 △10.8
19年3月期 10,871 △2.6 339 △35.2 337 △17.4 182 △15.1

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当 期 純 利 益 率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
20年3月期 18 08 － 2.0 2.6 3.1
19年3月期 20 27 － 2.3 2.8 3.1

（参考） 持分法投資損益  20年3月期 177百万円  19年3月期 167百万円 
 
(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
20年3月期 11,836 8,012 67.7 888 60
19年3月期 11,953 7,944 66.5 880 56

（参考） 自己資本  20年3月期 8,012百万円  19年3月期 7,944百万円 
 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円
20年3月期 171 △27 △74 2,199
19年3月期 473 △9 △74 2,129

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 純資産配当率

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年3月期 － 8 00 8 00 72 39.5 0.9
20年3月期 － 8 00 8 00 72 44.2 0.9
21年3月期 
（予想） 

－ 8 00 － 43.7 

 
３．21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 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
第２四半期累計期間 5,700 0.8 310 0.8 310 0.6 160 △0.9 17 74

通     期 11,000 2.2 340 2.0 320 4.0 165 1.2 18 30

（将来に関する記述等についてのご注意） 

上記の予想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作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因

によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページを参照してください。 

 

上 場 会 社 名 株式会社カイゲン 上場取引所 大証二部 
コ ー ド 番 号 8000 ＵＲＬ http://www.kaigen.co.jp/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 （氏名） 岩塚 英文   
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 （氏名） 和田 直 ＴＥＬ  06-6202-8971 
定時株主総会開催予定日 平成20年6月26日 配当支払開始予定日 平成20年6月9日
有価証券報告書提出予定日 平成20年6月27日  

KEIRI
FASF会員マーク
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４.その他 
(1) 重要な会計方針の変更 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 無  
 (注)詳細は、14ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 
  
(2) 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） 20年3月期 9,099,303株 19年3月期 9,099,303株 
 ② 期末自己株式数 20年3月期 82,049株 19年3月期 77,397株 
 (注)１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。
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１ 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

① 当期の概要 

当期のわが国経済は、原油価格の高騰や米国でのサブプライムローン問題等の不安要素が残るものの、堅調な企業収益を

背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善が見られ、緩やかな回復基調となりました。 

しかしながら、医薬品業界におきましては、医療費抑制を目的とする医療制度改革の影響により、経営環境は依然として

先行き不透明な状況が続いております。また、一般用医薬品市場におきましても、長期的な市場規模の縮小及び価格競争に

より、市場環境が激化しております。 

このような状況のなか、重点品目に注力した営業活動に努めてまいりましたが、かぜ薬を中心とする一般用医薬品の低迷

により、当期の売上高は10,763百万円（前年同期比1.0％減）、営業利益は333百万円（前年同期比1.7％減）、経常利益は

307百万円（前年同期比8.8％減）、当期純利益は163百万円（前年同期比10.8％減）となりました。 

 

なお、部門別の状況は次の通りであります。 

（医療用医薬品部門） 

後発医薬品の使用促進、政府管掌健康保険の負担の見直し等医療費抑制策が一段と加速されるなかにおきまして、より一層の

末端販売重視で営業展開を図りました。 

主力のＸ線診断用薬は、市場が伸び悩むなか高濃度用の粉末製剤を主力に積極的な営業活動を行いましたが、前期比微増に

とどまりました。 

治療薬剤は、後発品の使用促進策のなかにある消化性潰瘍・逆流性食道炎治療薬「アルロイドＧ」や食道静脈瘤硬化剤「エトキシ

スクレロール１％注射液」は販売数量が減少しました。 

医療機器は、内視鏡消毒装置「クリーントップ」が、前期に引き続き伸長し、内視鏡関連品が順調に推移しました。 

この結果、医療用医薬品部門の売上高は7,548百万円（前年同期比0.6％増）となりました。 

（一般用医薬品部門） 

一般用医薬品業界を取り巻く環境は引き続き厳しさを増しており、昨年度46年ぶりに大幅な薬事法改正が行われ、それに

伴う、リスク別表示及び販売方法の実施が平成21年４月１日に迫っております。 

このような状況のなか、改正薬事法を捉えリスクを 小限にするため、取り扱い商品の選択、流通在庫の圧縮、得意先の

整備等、また同時に「改源」ブランドの強化による新たな需要層の開拓に努めました。 

この結果、一般用医薬品部門の売上高は2,126百万円（前年同期比6.3％減）となりました。 

（健康食品部門） 

昨年９月に上市しましたマコンブ仮根加工食品「Ｋｉｎｇ ｏｆ Ｋｏｎｂｕ（昆布の王様）」は、順調に推移いたしました

が、特定保健用食品「コレカットドリンク」類は、ＯＥＭ先の在庫調整の影響などから減少しました。 

この結果、健康食品部門の売上高は1,045百万円（前年同期比1.0％減）となりました。 

 

② 次期の見通し 

次期の国内経済は、引き続き緩やかな回復基調に推移するものと期待されますが、社会保険料の負担増に加え、原油価格

の動向並びに食料品の価格上昇など、消費マインドの回復には不安要素が残り、経営環境は楽観を許さない状況が続くもの

と予想されます。 

医療用医薬品市場では、後発品の使用促進を目的とする医療制度改革等の影響を受け、また一般用医薬品市場では、依然

として個人消費に停滞感が続くなど当社を取り巻く経営環境は、引き続き厳しくなると予想されます。 

このような状況のなか、当社競合品との優位性確保を図ると共に、末端販売重視の営業活動を強化し、販路拡大に努める

など収益力向上のための経営改革を推進してまいります。 

なお、次期の業績予想は、売上高 11,000 百万円、営業利益 340 百万円、経常利益 320 百万円、当期純利益165

百万円を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当期末における資産総額は、11,836 百万円（前期末11,953 百万円）となり、前期末に比べ117百万円の減少となりまし

た。主な要因は、現金及び預金の70百万円の増加と受取手形・売掛金131百万円の減少によるものであります。 

負債総額については、3,823百万円（前期末4,009百万円）となり、前期末に比べ185百万円の減少となりました。主な

要因は、未払法人税等の132百万円及び買掛金75百万円の減少によるものであります。 

純資産については、8,012百万円（前期末7,944百万円）となり、前期末に比べ68百万円の増加となりました。これは主

に利益剰余金の増加によるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当期における現金及び現金同等物は、2,199百万円（前期末2,129百万円）となり、前期末に比べ70百万円の増加となり

ました。 

なお、当期におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益のほか、売上債権の減少がありましたが、法人税等の支

払などから171百万円の収入となり、前期に比べ301百万円の収入減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出のほか、貸付による支出と貸付金の回収に

よる収入から27百万円の支出となり、前期に比べ17百万円の支出増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより74百万円の支出となり、前期に比べ支出微減とな

りました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

  平成16年３月期平成17年３月期平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率 （％） 64.0 67.3 66.6 66.5 67.7

時価ベースの自己資本比率 （％） 37.4 39.3 49.6 34.3 28.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （％） 0.5 － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 71.6 － 1,212.3 1,424.9 584.7

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）算出に利用した数字のベース 

１ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

２ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利

子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払

いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております 

３ 平成17年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・

カバレッジ・レシオについては、記載を省略しております。 

４ 平成18年３月期より有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率については、記載を省略しておりま

す。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、業績の向上と経営基盤の強化は勿論、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つと位置づけておりま

す。 

当社の利益配分に関する基本方針は、各事業年度の業績、財務体質の強化、今後の事業戦略等を考慮して、安定かつ継続

的に年１回配当を行うことを基本方針としております。また、内部留保金につきましては、成長性、収益性の高い事業分野

への投資と共に、既存事業の効率化、活性化のための投資及び人材育成のための教育投資として活用して参ります。自己株

式の取得につきましても、株主の皆様に対する有効な利益還元の一つと考えており、株価の動向や財務状況等を考慮しなが

ら適切に対応してまいります。 

このような基本方針に基づき、当期末の剰余金の配当につきましては、平成２０年５月９日の取締役会決議により、前期

と同額の１株につき８円と決議いたしました。また、次期の期末配当金につきましても、引き続き１株につき８円を予定し

ております。 

 

（４）事業等のリスク 

当社の経営成績、株価及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当期末現在において当社が判断したものであります。 

① 法的規制に関するリスク 

当社の売上比率の過半を占める医療用医薬品は、国の医療費抑制策によりほぼ２年毎に薬価引き下げが実施されてお

ります。薬価引き下げは否応なく当社売上の減少を余儀なくし、当社業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

また、今後も増大する医療費を削減するため薬価引き下げが引き続き実施されると予想されます。 

② 季節的要因に関するリスク 

当社の看板商品「改源」を中心とするかぜ薬群は冬場の季節商品で、暖冬やインフルエンザの流行といった季節的要

因による影響を受けやすく、暖冬が続いたり、インフルエンザの流行がなかったりしますと売上が減少し、当社業績及

び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 顧客の信用リスクに関するリスク 

販売先は、特定の顧客に大きく依存することなく分散しており、それぞれの取引条件はこれまでの継続的な信用リス

ク評価を勘案し設定しております。しかし、重要な顧客の事業環境が、企業再編や技術革新などにより急激に悪化し、

売上債権が一部回収不能となった場合、当社業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 製造物責任に関するリスク 

医療機器を製造していることから、製品については 適な品質を確保するよう、全力を挙げて取り組んでおります。

しかし、予期せぬ事情により製造物責任が発生する可能性が皆無ではなく、この場合、当社業績及び財務状況に影響を

及ぼす可能性があります。 

⑤ 知的財産権に関するリスク 

知的財産権については、現在及び将来の事業展開に備え確保に努める一方、他社の権利の調査により、問題発生の防

止を図っております。しかし、知的財産権を巡り紛争が生じたり、他から知的財産権の侵害を受けたりする可能性は皆

無ではなく、この場合、当社業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 訴訟に関するリスク 

国内及び海外事業に関連して、訴訟の対象となるリスクがあり、多額の損害賠償請求訴訟等が提起された場合、当社

業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 自然災害・事故災害に関するリスク 

災害による生産活動の中断によって生じる悪影響を 小限に抑えるため、全設備において定期的な防災点検及び設備

保守を行っております。しかし、想定外の大規模災害（大地震・津波、停電またはその他の混乱を含む）が発生した場

合、その影響を完全に予防または軽減し得ません。 

⑧ システム障害に関するリスク 

社内のネットワークシステムについては、システムの更新、ウィルスやハッカーの侵入・攻撃に対する防御システム

の導入のほか、定期的な保守点検を実施しておりますが、未知のコンピュータウィルスの侵入や情報への不正アクセス、

突発的な事故等により、ハードまたはソフトウェア障害もしくはネットワーク障害等が発生し、長期間にわたり正常に

機能しなくなった場合、当社業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨ 株式相場の変動に関するリスク 

保有有価証券の多くは、市場価格のある有価証券であるため、株式相場が大幅に下落した場合、減損が発生し、当社

業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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２ 企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、親会社、当社が４０％出資する関連会社及び１００％出資の子会社１社で構成され、親会社は医薬

品の製造を、関連会社は医薬品及び食品素材の製造を、当社は販売を主な事業内容としております。子会社は当社不動産の管理

を行っております。 

 

 親会社      医薬品の仕入   

 堺化学工業㈱      

        

      販 売 販 売 

  医薬品の仕入    

        

       

医 

薬 
品 
卸 

等 

 

 関連会社     食品素材の仕入 販   売 

 共成製薬㈱   

当 
 
 
 
 

社 

   

医 

療 

機 

関
・
薬 

局
・
薬 

店 

等 

           

      不動産の管理   

      子会社   

      ケージー興産㈱   
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３ 経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社は、創業以来８０年余の歴史を持つかぜ薬「改源」を始め、多くの医薬品を薬局、薬店を通じて販売し、長年に亘り

広く消費者に愛用されております。また、医療用医薬品の分野でも早期ガンの発見に大きな役割を果たす消化管Ｘ線造影剤

等を医療機関に供給し、高い評価を頂いております。その他、医療現場で重要性を増す医療機器の開発や、病気にならない

ための健康体を目指す特定保健用食品の販売を通じ、存在価値のある企業を目指します。 

また、堺化学グループの一員として「グループの総合力を 大限に高め、社会のニーズにタイムリーに応える事業活動を

展開する。以て盤石な経営基盤を構築し、社会的貢献を希求する。」ことを実現するため幅広い事業活動を行っております。 

この経営理念を具現化するため、下記の５つの基本方針を定めて事業展開を行います。 

① 存在価値の高い会社を目指して､「売上拡大」と｢収益向上｣の両面作戦を展開する。 

② 必要な経営資源を『戦略分野』に効率的・選択的に集中投資する。 

③ 投資効率を高めて体質強化を実現し、盤石な経営基盤を構築する。 

④ 環境と調和した事業を推進し、社会に貢献する会社を構築する。 

⑤ 顧客・株主・社員の期待に応える誇りの持てる会社づくりを推進する。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社は、経営環境の変化に対し、柔軟に対応できる競争力を強化すると共に、継続的な利益体質の構築を目指し、売上高

及び株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上を経営指標として取組んでまいります。 

 

（３）中長期的な経営戦略 

医療費抑制策の継続、欧米製薬企業による攻勢激化ならびに後発医薬品の市場拡大など企業間競争の激化などにより、経

営環境はますます厳しさを増すことが予想されます。 

このような状況下、堺化学グループの一翼として「戦略分野」をさらに充実し、医療用医薬品分野、一般用医薬品分野、

医療機器分野、ヘルスケア関連分野を戦略分野と定め、限りある経営資源を選択的・効率的に集中投資する戦略を推進し、

以下のような取り組みを行います。 

① 医療用医薬品は、薬価引き下げにより厳しい市場環境となっておりますが、当社の得意とする消化器系関連分野の商品

開発に経営資源を投入し、競争力を高める商品開発に努めます。 

② 一般用医薬品は、かぜ薬「改源」や「改源かぜカプセル」を中心に顧客一人一人と強く結びつく積極的な店頭販売キャ

ンペーンを実施し、「改源」ブランドの浸透を図り、売上アップに繋げてまいります。 

③ 医療機器は、より生産効率を向上させる体制を整備し、電解酸性水を利用した独自商品の開発を育成いたします。 

④ 健康食品は、当社の特許商品であります機能性食品素材「ソルギン」を含んだ特定保健用食品を中心に新規販売ルート

の開拓育成に注力してまいります。 

また、新しい機能性食品素材の研究開発を進めます。 

 

（４）対処すべき課題 

経営環境の厳しさが、急激に増すなかで、収益基盤の強化を図り、環境に左右されない強固な企業体質を構築するため、

以下の施策に取り組んでまいります。 

① 顧客第一主義に基づき、顧客の要望や依頼に組織をあげて取り組む。 

② 他社と差別化できる高付加価値商品を積極的に開発する。 

③ 財務体質を強化するため、総資産の圧縮、剰余金の拡充に努める。 

④ さらなる経費節減を断行し、利益率を向上させる。 

⑤ モチベーションの高揚を図り、従業員の団結力を一段と推進する。 

以上に基づく具体的諸施策を講じ、株主・顧客の満足度の向上に努力してゆく所存であります。 

 

（５）内部管理体制の整備・運用状況 

株式会社大阪証券取引所へ提出しております、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する

基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおりです。 

なお、同報告書は、同証券取引所ホームページに開示されております。 

 

（６）その他経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４ 財務諸表等 

 

（１）貸借対照表 

前期 

（平成19年３月31日） 

当期 

（平成20年３月31日） 

増減 

（△減少）
区 分 

注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円）

資産の部    

Ⅰ 流動資産    

  1 現金及び預金  2,129,702 2,199,812  70,109

  2 受取手形 ※３ 775,888 799,768  23,879

  3 売掛金  3,677,830 3,522,575  △155,254

  4 商品  445,631 488,679  43,047

  5 製品  31,618 24,356  △7,261

  6 原材料  103,595 92,591  △11,003

  7 貯蔵品  － 26,245  26,245

  8 前払費用  12,341 10,072  △2,268

  9 繰延税金資産  116,470 97,455  △19,015

 10 その他  27,695 1,202  △26,492

   貸倒引当金  △7,000 △7,000  －

   流動資産合計  7,313,773 61.2 7,255,759 61.3 △58,013

Ⅱ 固定資産    

  1 有形固定資産    

   (1)建物  1,740,557 1,745,821   

    減価償却累計額  △1,110,505 630,051 △1,146,565 599,255  △30,796

   (2)構築物  29,060 29,060   

    減価償却累計額  △23,218 5,842 △24,104 4,956  △886

   (3)車両運搬具  2,781 2,781   

    減価償却累計額  △2,642 139 △2,669 111  △27

   (4)工具器具備品  359,997 389,800   

    減価償却累計額  △329,462 30,534 △339,791 50,008  19,474

   (5)土地  1,784,501 1,784,501  －

   有形固定資産合計  2,451,069 20.5 2,438,833 20.6 △12,236

  2 投資その他の資産    

   (1)投資有価証券  298,225 247,587  △50,638

   (2)関係会社株式  132,250 132,250  －

   (3)長期性預金  1,500,000 1,500,000  －

   (4)従業員長期貸付金  544 260  △284

   (5)破産債権等  18,544 5,593  △12,950

   (6)長期前払費用  1,984 1,333  △651

   (7)繰延税金資産  190,514 192,504  1,989

   (8)差入保証金  24,430 35,050  10,619

   (9)その他  40,682 32,446  △8,236

    貸倒引当金  △18,544 △5,593  12,950

   投資その他の資産合計  2,188,632 18.3 2,141,431 18.1 △47,201

   固定資産合計  4,639,702 38.8 4,580,264 38.7 △59,438

   資産合計  11,953,475 100.0 11,836,023 100.0 △117,451
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前期 

（平成19年３月31日） 

当期 

（平成20年３月31日） 

増減 

(△減少）
区 分 

注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円）

負債の部    

Ⅰ 流動負債    

  1 買掛金 ※１ 2,277,763 2,202,749  △75,014

  2 未払金  6,331 10,835  4,503

  3 未払消費税等  14,537 10,715  △3,822

  4 未払費用  613,991 610,718  △3,273

  5 未払法人税等  161,017 28,100  △132,916

  6 預り金  6,304 11,261  4,956

  7 前受収益  2,545 2,545  －

  8 賞与引当金  160,000 160,000  －

  9 役員賞与引当金  16,000 16,000  －

 10 返品調整引当金  33,000 30,000  △3,000

 11 売上値引引当金  28,657 28,839  181

   流動負債合計  3,320,149 27.8 3,111,764 26.3 △208,384

Ⅱ 固定負債    

  1 退職給付引当金  533,689 592,236  58,546

  2 役員退職慰労引当金  93,015 56,985  △36,030

  3 預り保証金  62,264 62,264  －

   固定負債合計  688,968 5.8 711,485 6.0 22,516

   負債合計  4,009,118 33.5 3,823,250 32.3 △185,867

    

純資産の部    

Ⅰ 株主資本    

  1 資本金  2,364,609 19.8 2,364,609 20.0 －

  2 資本剰余金    

   資本準備金  2,113,414 2,113,414   

   資本剰余金合計  2,113,414 17.7 2,113,414 17.9 －

  3 利益剰余金    

   (1)利益準備金  167,000 167,000   

   (2)その他利益剰余金    

    固定資産圧縮積立金  69,574 69,574   

    別途積立金  2,935,000 3,035,000   

    繰越利益剰余金  217,917 208,818   

   利益剰余金合計  3,389,492 28.4 3,480,393 29.4 90,900

  4 自己株式  △37,137 △0.3 △39,067 △0.3 △1,929

   株主資本合計  7,830,378 65.5 7,919,349 66.9 88,971

Ⅱ 評価・換算差額等    

   その他有価証券評価差額金  113,979 1.0 93,424 0.8 △20,555

   評価・換算差額等合計  113,979 1.0 93,424 0.8 △20,555

   純資産合計  7,944,357 66.5 8,012,773 67.7 68,416

   負債及び純資産合計  11,953,475 100.0 11,836,023 100.0 △117,451
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（２）損益計算書 

前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

増減 

（△減少）
区 分 

注記 

番号 

金額（千円） 
百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

金額 

（千円）

Ⅰ 売上高    

  1 商品売上高  10,024,794 9,790,013   

  2 製品売上高  802,814 930,741   

  3 賃貸収入高  43,728 10,871,337 100.0 42,811 10,763,566 100.0 △107,770

Ⅱ 売上原価    

  1 商品製品売上原価    

   (1)期首商品たな卸高  516,265 445,631   

   (2)期首製品たな卸高  40,748 31,618   

   (3)当期商品仕入高 ※１ 6,135,533 6,058,544   

   (4)当期製品製造原価  529,595 617,759   

   (5)他勘定振替高 ※２ 355,824 321,324   

   (6)期末商品たな卸高  445,631 488,679   

   (7)期末製品たな卸高  31,618 24,356   

    計  6,389,068 6,319,193   

  2 賃貸費用 ※３ 18,359 6,407,427 58.9 17,980 6,337,173 58.9 △70,254

   売上総利益  4,463,909 41.1 4,426,393 41.1 △37,515

   返品調整引当金戻入額  － － 3,000 0.0 3,000

   返品調整引当金繰入額  6,000 0.1 － － △6,000

   差引売上総利益  4,457,909 41.0 4,429,393 41.2 △28,515

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

  1 販売促進費  765,951 777,374   

  2 車両維持費  69,168 68,024   

  3 運賃諸掛  241,232 240,455   

  4 広告宣伝費  336,592 336,378   

  5 貸倒引当金繰入額  15,544 725   

  6 役員報酬  77,128 73,331   

  7 給与手当  917,155 918,698   

  8 役員賞与引当金繰入額  16,000 16,000   

  9 賞与  173,827 158,704   

 10 賞与引当金繰入額  156,640 154,240   

 11 役員退職慰労引当金繰入額  14,460 25,760   

 12 退職給付引当金繰入額  132,534 104,103   

 13 福利厚生費  220,388 217,550   

 14 交際費  47,879 44,826   

 15 旅費交通費  195,804 188,836   

 16 通信費  61,372 62,217   

 17 事務用消耗品費  49,127 50,329   

 18 会合費  26,803 24,238   

 19 租税公課  40,680 43,092   

 20 減価償却費  43,823 43,392   

 21 地代家賃  65,512 66,623   

 22 リース料  130,247 123,664   

 23 研究開発費 ※４ 59,650 73,422   

 24 その他  261,310 4,118,837 37.8 284,207 4,096,197 38.1 △22,639

   営業利益  339,072 3.1 333,195 3.1 △5,876
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前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

増減 

（△減少）
区 分 

注記 

番号 

金額（千円） 
百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

金額 

（千円）

Ⅳ 営業外収益    

  1 受取利息 ※１ 19,628 20,217   

  2 受取配当金 ※１ 17,803 22,898   

  3 ロイヤリティー収入  20,000 －   

  4 賃貸料  6,005 5,736   

  5 保険配当金  753 1,781   

  6 雑収益  7,130 71,321 0.6 9,742 60,375 0.6 △10,945

Ⅴ 営業外費用    

  1 支払利息  332 293   

  2 商品廃棄損  53,454 52,806   

  3 寄付金  8,627 8,279   

  4 投資有価証券評価損  － 16,409   

  5 雑損失  10,370 72,784 0.6 8,016 85,805 0.8 13,020

   経常利益  337,609 3.1 307,765 2.9 △29,843

Ⅵ 特別利益    

   過年度会員権評価損修正益  － 10,620  10,620

  税引前当期純利益  337,609 3.1 318,385 3.0 △19,223

  法人税、住民税及び事業税  210,000 124,000   

  法人税等調整額  △55,283 154,716 1.4 31,309 155,309 1.4 593

  当期純利益  182,892 1.6 163,076 1.5 △19,816
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（３）株主資本等変動計算書 

前期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

（単位：千円） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金
資本準備金 利益準備金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金 

自己株式
株主資本 

合計 

その他 

有価証券

評価差額金

純資産合計

平成18年３月31日残高 2,364,609 2,113,414 167,000 69,574 2,825,000 233,231 △35,226 7,737,603 119,844 7,857,447

当期中の変動額    

 剰余金の配当 (注)   △72,206 △72,206 △72,206

 役員賞与 (注)   △16,000 △16,000 △16,000

 別途積立金の積立 

(注) 
  110,000 △110,000 － －

 当期純利益   182,892 182,892 182,892

 自己株式の取得   △1,910 △1,910 △1,910

 株主資本以外の項目の 

当期中の変動額(純額) 
  － △5,865 △5,865

当期中の変動額合計 － － － － 110,000 △15,313 △1,910 92,775 △5,865 86,910

平成19年３月31日残高 2,364,609 2,113,414 167,000 69,574 2,935,000 217,917 △37,137 7,830,378 113,979 7,944,357

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

当期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

（単位：千円） 

株主資本 
評価・換算

差額等

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金

資本準備金 利益準備金
固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金 

自己株式
株主資本 

合計 

その他

有価証券

評価差額金

純資産合計

平成19年３月31日残高 2,364,609 2,113,414 167,000 69,574 2,935,000 217,917 △37,137 7,830,378 113,979 7,944,357

当期中の変動額    

 剰余金の配当   △72,175 △72,175 △72,175

 別途積立金の積立   100,000 △100,000 － －

 当期純利益   163,076 163,076 163,076

 自己株式の取得   △1,929 △1,929 △1,929

 株主資本以外の項目の 

当期中の変動額(純額) 
  － △20,555 △20,555

当期中の変動額合計 － － － － 100,000 △9,099 △1,929 88,971 △20,555 68,416

平成20年３月31日残高 2,364,609 2,113,414 167,000 69,574 3,035,000 208,818 △39,067 7,919,349 93,424 8,012,773
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

前期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

当期 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

増減（△減少）

区 分 
注記

番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

  1 税引前当期純利益 337,609 318,385 △19,223

  2 減価償却費 47,600 54,238 6,638

  3 退職給付引当金の増加（△減少）額 71,565 58,546 △13,018

  4 役員退職慰労引当金の増加（△減少）額 13,020 △36,030 △49,050

  5 その他引当金の増加（△減少）額 40,564 △15,768 △56,333

  6 受取利息及び受取配当金 △37,432 △43,115 △5,683

  7 支払利息 332 293 △38

  8 外形標準課税 17,000 17,000 －

  9 有形固定資産除却損 980 469 △511

 10 売上債権の減少（△増加）額 140,530 144,325 3,794

 11 たな卸資産の減少（△増加）額 91,349 △53,370 △144,720

 12 仕入債務の増加（△減少）額 △28,293 △75,014 △46,721

 13 未払消費税等の増加（△減少）額 △20,486 △3,822 16,663

 14 役員賞与の支払額 △16,000 － 16,000

 15 その他 △27,602 36,694 64,297

   小計 630,738 402,832 △227,905

 16 利息及び配当金の受取額 37,311 43,201 5,890

 17 利息の支払額 △332 △293 38

 18 法人税等の支払額 △194,301 △273,916 △79,615

   営業活動によるキャッシュ・フロー 473,416 171,823 △301,592

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  1 有形固定資産の取得による支出 △4,093 △31,197 △27,104

  2 投資有価証券の取得による支出 △630 △610 20

  3 貸付による支出 － △750,000 △750,000

  4 貸付金の回収による収入 － 750,284 750,284

  5 その他 △4,765 4,190 8,956

   投資活動によるキャッシュ・フロー △9,489 △27,333 △17,843

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  1 自己株式取得による支出 △1,910 △1,929 △18

  2 配当金の支払額 △72,631 △72,451 180

   財務活動によるキャッシュ・フロー △74,542 △74,380 161

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 389,384 70,109 △319,274

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,740,317 2,129,702 389,384

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,129,702 2,199,812 70,109
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重要な会計方針 

項目 

前期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準 

及び評価方法 

(１)子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(１)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (２)その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により算定) 

(２)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品、製品、原材料 

月別総平均法による低価法 

商品、製品、原材料、貯蔵品 

月別総平均法による低価法 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

(１)有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）については、定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は、次の通りであります。

建物及び構築物 ３年～50年 

車両運搬具及び ２年～20年 

工具器具備品 

 

(１)有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）については、定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は、次の通りであります。

建物及び構築物 ３年～50年 

車両運搬具及び ２年～20年 

工具器具備品 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当期より、平成 19

年４月１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。これにより、前

期と同一の基準を適用した場合に比べて、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそ

れぞれ2,411千円減少しております。 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成 19 年３月 31

日以前に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上している。 

この結果、前期と同一の基準を適用した場合

に比べ、営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益がそれぞれ 4,317 千円減少しており

ます。 

 (２)無形固定資産 

定額法 

(２)無形固定資産 

同左 

 (３)長期前払費用 

均等償却 

(３)長期前払費用 

同左 
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項目 

前期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

４ 引当金の計上基準 (１)貸倒引当金 

売上債権の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(１)貸倒引当金 

同左 

 (２)賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見

込額を計上しております。 

(２)賞与引当金 

同左 

 (３)役員賞与引当金 

役員の賞与支給に備えるため、当期末におけ

る賞与支給見込額を計上しております。 

(３)役員賞与引当金 

同左 

 (４)返品調整引当金 

返品による損失に備えるため、当期末の売上

債権に基づき返品実績率及び売買利益率を

乗じた金額を計上しております。 

(４)返品調整引当金 

同左 

 (５)売上値引引当金 

一般用医薬品に対し、将来発生する売上値引

に備えるため、特約店の期末売掛金残高に過

去の実績を基礎にした値引率を乗じた金額

を計上しております。 

(５)売上値引引当金 

同左 

 (６)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当期末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

(６)退職給付引当金 

同左 

 (７)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく期末退職慰労金要支給額を計上し

ております。 

(７)役員退職慰労引当金 

同左 

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

同左 

６ キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 

７ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 
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重要な会計方針の変更 

前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

当期より「貸借対照表の純資産の部に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成17 年 12 月 9 日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用

しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は 7,944,357 

千円であります。 

なお、当期における貸借対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 

――――― 

２ 役員賞与に関する会計基準 

当期より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益がそれぞれ16,000千円減少して

おります。 

――――― 

 

 

表示方法の変更 

前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

――――― （キャッシュ・フロー計算書関係） 

前期において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めて表示していました「貸付金の回収による収入」（前期328

千円）については、金額の重要性が増したため、当期より区分

掲記することといたしました。 
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注記事項 

貸借対照表関係 

前期 

（平成19年３月31日） 

当期 

（平成20年３月31日） 

※１ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会

社に対するものは、次の通りであります。 

買掛金 1,582,449千円 

※１ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会

社に対するものは、次の通りであります。 

買掛金 1,513,717千円 

 ２ 偶発債務 

下記の通り銀行借入に対し、保証を行っております。 

保証先 保証額（千円） 

従業員 

（厚生ローン 62件） 
38,128 

 

 ２ 偶発債務 

下記の通り銀行借入に対し、保証を行っております。 

保証先 保証額（千円） 

従業員 

（厚生ローン 61件） 
47,951 

 

※３ 期末日満期手形等の処理 

当期末日は金融機関の休日でありますが、満期日に決済

が行われたものとして処理しております。 

当期末日満期手形の金額は次の通りであります。 

受取手形 154,927千円

――――― 

 

 

損益計算書関係 

前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るもの 

関係会社との取引に係るものが次の通り含まれておりま

す。 

商品仕入高 4,312,924千円

受取配当金 15,256千円 

※１ 関係会社との取引に係るもの 

関係会社との取引に係るものが次の通り含まれておりま

す。 

商品仕入高 4,260,636千円 

受取配当金 19,951千円 

受取利息 6,944千円  
※２ 他勘定振替高のうち主なものは次の通りであります。 

販売促進費等 287,077千円

商品廃棄損 54,621千円 

※２ 他勘定振替高のうち主なものは次の通りであります。 

販売促進費等 259,437千円 

商品廃棄損 54,090千円  

※３ 賃貸費用の内訳は次の通りであります。 

管理経費 13,455千円 

減価償却費 2,651千円 

租税公課 2,252千円  

※３ 賃貸費用の内訳は次の通りであります。 

管理経費 13,027千円 

減価償却費 2,761千円 

租税公課 2,191千円  

※４ 研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費 59,650千円 

※４ 研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費 73,422千円 
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株主資本等変動計算書関係 

前期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末 

普通株式 (株) 9,099,303 － － 9,099,303

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末 

普通株式 (株) 73,477 3,920 － 77,397

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 3,920株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 
 定時株主総会 

普通株式 72,206 8.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成19年５月８日 
 取締役会 

普通株式 利益剰余金 72,175 8.00 平成19年３月31日 平成19年６月11日

 

 

当期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末 

普通株式 (株) 9,099,303 － － 9,099,303

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末 

普通株式 (株) 77,397 4,652 － 82,049

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 4,652株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月８日 
 取締役会 

普通株式 72,175 8.00 平成19年３月31日 平成19年６月11日

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成20年５月９日 
 取締役会 

普通株式 利益剰余金 72,138 8.00 平成20年３月31日 平成20年６月９日
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キャッシュ・フロー計算書関係 

前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されてい

る科目と金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されてい

る科目と金額の関係 

現金及び預金 2,129,702千円

現金及び現金同等物 2,129,702千円

現金及び預金 2,199,812千円 

現金及び現金同等物 2,199,812千円 

 

 

リース取引関係 

前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損

損失累計額相当額及び期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損

損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額相当額

 

(千円) 

減価償却累計額 

相当額 

(千円) 

 

期末残高相当額

 

(千円) 

工具器具備品 65,911 27,202 38,709

無形固定資産 218,076 132,936 85,139

合計 283,987 160,139 123,848

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

 

取得価額相当額

 

(千円) 

減価償却累計額 

相当額 

(千円) 

 

期末残高相当額

 

(千円) 

工具器具備品 69,317 36,009 33,307

無形固定資産 137,136 82,902 54,233

合計 206,453 118,912 87,541

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

②未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

②未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

1年以内 53,799千円

1年超 70,049千円

合計 123,848千円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため

、支払利子込み法により算定しております。 

 
 

1年以内 38,915千円

1年超 48,625千円

合計 87,541千円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため

、支払利子込み法により算定しております。 

 
 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び減損損失 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び減損損失 

支払リース料 58,448千円

減価償却費相当額 58,448千円 

支払リース料 54,465千円

減価償却費相当額 54,465千円 
④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする、定額法に

よっております。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

1年以内 314千円

1年超 1,022千円

合計 1,337千円 

1年以内 314千円

1年超 707千円

合計 1,022千円 

３ 減損損失について 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

３ 減損損失について 

同左 
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有価証券関係 

前期（平成19年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

 株式 101,549 294,746 193,196

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

 株式 380 368 △11

合計 101,929 295,114 193,185

 

２ 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 3,111

 

３ 有価証券の減損処理について 

有価証券の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、期末における時価が取得原価より50％以上下落

した場合に行うこととしております。また、期末における時価が取得原価より30％以上50％未満下落した場合にも、対象銘柄

の過去の株価推移等を検討し総合的に判断した上で、減損処理を行うこととしております。 

 

当期（平成20年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

 株式 66,404 225,045 158,640

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

 株式 19,725 19,430 △294

合計 86,130 244,476 158,345

 

２ 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 3,111

 

３ 有価証券の減損処理について 

投資有価証券について16,409千円減損処理を行い、減損処理後の帳簿価額を取得原価に計上しております。 

なお、有価証券の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、期末における時価が取得原価より50％以

上下落した場合に行うこととしております。また、期末における時価が取得原価より30％以上50％未満下落した場合にも、対

象銘柄の過去の株価推移等を検討し総合的に判断した上で、減損処理を行うこととしております。 

 

 

デリバティブ取引関係 

前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事

項はありません。 

同左 
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退職給付関係 

前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社の退職給付制度は、社内規定に基づいて資格・役割に

応じたポイントにより算定された退職金を支払うこととな

っております。この退職金の支払いに充てるため、必要資

金の内部留保の他に、勤続20年以上の定年退職者を対象に

退職金の87.5％について適格退職年金制度を採用し、外部

拠出を行っております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社の退職給付制度は、社内規定に基づいて資格・役割に

応じたポイントにより算定された退職金を支払うこととな

っております。この退職金の支払いに充てるため、必要資

金の内部留保の他に、勤続20年以上の定年退職者を対象に

退職金の87.5％について適格退職年金制度を採用し、外部

拠出を行っております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項は次の通りであります。 

①制度全体の積立状況に関する事項 

（平成19年３月31日現在）

年金資産の額 358,624,551千円

年金財政計算上の給付債務の額   370,887,599千円 

差引額  △12,263,047千円 

②制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

 0.45％ 

③補足説明 

上記①の差引額の要因は、年金財政計算上の過去勤務債

務残高21,624,973千円と別途積立金9,361,925千円との

差額であります。 

本制度における過去勤務債務の償却方法は期間15年の元

利均等償却であり、当社は、当期の財務諸表上、特別掛

金9,661千円を費用処理しております。 

なお、上記②の割合は当社の実際の負担割合とは一致い

たしません。 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △801,749千円

②年金資産 268,059千円

③未積立退職給付債務(①＋②) △533,689千円

④退職給付引当金(③) △533,689千円

（注）当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用

しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △837,687千円

②年金資産 245,450千円

③未積立退職給付債務(①＋②) △592,236千円

④退職給付引当金(③) △592,236千円

（注）当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用

しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 133,579千円

②退職給付費用(①) 133,579千円

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 109,874千円

②退職給付費用(①) 109,874千円

 （追加情報） 

当期より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その

２）」（企業会計基準第14号 平成19年５月15日）を適用し

ております。 
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税効果会計関係 

前期 

（平成19年３月31日） 

当期 

（平成20年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 退職給付引当金 218,812千円

 賞与引当金 65,600千円

 会員権評価損 48,230千円

 役員退職慰労引当金 38,136千円

 その他 63,759千円

 繰延税金資産合計 434,539千円

繰延税金負債 

 固定資産圧縮積立金 48,348千円

 その他有価証券評価差額金 79,205千円

 繰延税金負債合計 127,554千円

繰延税金資産純額 306,985千円
 

繰延税金資産 

 退職給付引当金 242,816千円

 賞与引当金 65,600千円

 会員権評価損 21,188千円

 役員退職慰労引当金 22,201千円

 その他 44,127千円

 繰延税金資産合計 395,935千円

繰延税金負債 

 固定資産圧縮積立金 48,348千円

 その他有価証券評価差額金 57,627千円

 繰延税金負債合計 105,975千円

繰延税金資産純額 289,959千円
 

  （注）繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 
 

  （注）繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 
 

流動資産－繰延税金資産 116,470千円

固定資産－繰延税金資産 190,514千円 

流動資産－繰延税金資産 97,455千円

固定資産－繰延税金資産 192,504千円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

な項目別の内訳 

法定実効税率 41.0％

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 5.8％

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.0％

 住民税均等割額 3.4％

 その他 △2.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.8％
 

法定実効税率 41.0％

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 7.9％

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.8％

 住民税均等割額 4.1％

 その他 △1.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.8％
 

 

 

持分法損益等 

前期 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

関連会社に対する投資の金額 122,250千円 関連会社に対する投資の金額 122,250千円

持分法を適用した場合の投資の金額 2,102,998千円 持分法を適用した場合の投資の金額 2,260,808千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 167,214千円 持分法を適用した場合の投資利益の金額 177,894千円
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関連当事者との取引 

前期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 親会社及び法人主要株主等 （単位：千円） 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又 

は出資金 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

被所有割合 役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容
取引金額 科目 期末残高

親会社 堺化学工業㈱ 
大阪府堺市

堺区 
21,838,376 

化学工業製品

の製造販売

直接 49.4%

間接  6.3%

兼任

２名 

堺化学工

業㈱製品

の仕入

医薬品

の仕入
4,098,328 買掛金 1,502,371

（注）取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。 

取引条件及び取引条件の決定方針 

医薬品の仕入については、価格その他の取引条件は、一般の仕入先と同様の条件によっております。 

 

当期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 親会社及び法人主要株主等 (単位：千円） 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又

は出資金 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

被所有割合 役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容
取引金額 科目 期末残高

医薬品

の仕入
4,073,052 買掛金 1,441,926

資金の

貸付
700,000 短期貸付金 －親会社 堺化学工業㈱ 堺市堺区 21,838,376 

化学工業製品

の製造販売

直接 49.4%

間接  6.3%

兼任

２名 

堺化学工

業㈱製品

の仕入
受取

利息
6,944 － －

（注）取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。 

取引条件及び取引条件の決定方針 

１ 医薬品の仕入については、価格その他の取引条件は、一般の仕入先と同様の条件によっております。 

２ 受取利息の料率は、金融市場・金利実勢に基づいて決定しております。 
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１株当たり情報 

前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 880.56円

１株当たり当期純利益 20.27円 

１株当たり純資産額 888.60円

１株当たり当期純利益 18.08円 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２ 算定上の基礎は、以下の通りであります。 

   （１）１株当たり純資産額 

 前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額 7,944,357千円 8,012,773千円

普通株式に係る純資産の額 7,944,357千円 8,012,773千円

普通株式の発行済株式数 9,099,303株 9,099,303株

普通株式の自己株式数 77,397株 82,049株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 9,021,906株 9,017,254株

   （２）１株当たり当期純利益 

 前期 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当期 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当期純利益 182,892千円 163,076千円

普通株式に係る当期純利益 182,892千円 163,076千円

普通株式の期中平均株式数 9,024,621株 9,019,302株
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５ その他 

（１）役員の異動（平成２０年６月２６日付 就任・退任） 

 

１ 取締役の異動 

 

①新任取締役候補 

        なかざと ひろあき 

        中 里 洋 明（現 ＯＴＣ営業部長） 

 

        あべ   かずのぶ 

        安 倍 一 允（現 堺化学工業（株） 代表取締役社長） 

 

 

②退任予定取締役 

        なかやま たかし 

        中 山 隆 司 

 

        しのづか きよし 

        篠 塚   清 

 

 

２ 監査役の異動 

 

     ①新任監査役候補 

            たにぐち たかひこ 

            谷 口 隆 彦（現 堺化学工業（株） 取締役医薬事業部長） 

 

            ふくだ  けんたろう 

            福 田 健太郎（現 堺化学工業（株） 経理部長） 

 

      なお、谷口隆彦および福田健太郎の両氏は会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。 

 

 

     ②退任予定監査役 

            やぶなか  いわお 

            藪 中   巖 

             

            いしい  ひであき 

            石 井 英 明 
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（２）生産、受注及び販売の状況 

１ 生産実績 
(単位：千円） 

前 期 

（平成18年４月１日  

 平成19年３月31日） 

当 期 

（平成19年４月１日  

 平成20年３月31日） 

増 減 

（△は減少） 事業部門 

   

医療用医薬品部門  

 医療機器 774,972 896,418 121,445

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 
   ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

２ 商品仕入実績 

（単位：千円） 

前 期 

（平成18年４月１日  

 平成19年３月31日） 

当 期 

（平成19年４月１日  

 平成20年３月31日） 

増 減 

（△は減少） 事業部門 

   

医療用医薬品部門  

 医薬品  

  消化器に作用する薬剤 1,362,104 1,336,028 △26,075

  診断用薬 2,253,917 2,321,084 67,166

 小計 3,616,021 3,657,112 41,091

 医療機器 222,516 227,749 5,232

 その他 188,431 202,984 14,553

 計 4,026,969 4,087,846 60,876

一般用医薬品部門  

 医薬品  

  神経系、呼吸器系及び循環器系に

作用する薬剤 
974,733 931,397 △43,335

  消化器に作用する薬剤 41,298 46,591 5,292

  保健栄養強壮剤 52,548 36,026 △16,521

  外用薬剤 121,495 118,176 △3,318

  環境衛生薬剤 2,036 2,390 354

 小計 1,192,111 1,134,583 △57,528

 医薬部外品  

  殺虫剤 4,107 2,823 △1,283

  医療衛生用品 2,029 44 △1,984

 小計 6,136 2,868 △3,268

 その他 104,156 114,841 10,685

 計 1,302,404 1,252,293 △50,111

健康食品部門 806,158 718,404 △87,754

合計 6,135,533 6,058,544 △76,989

（注）１ 金額は、仕入価格によっております。 

   ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３ 商品仕入合計額のうち、堺化学工業㈱より次の通り仕入れております。 

前 期 当 期 

4,098,328千円 4,073,052千円 

   ４ 前期まで医療用医薬品部門「その他」に含めて表示しておりました健康食品部門については、当期より明瞭性を高める

ため、区分掲記することといたしました。なお、前期については同様に組換えをしております。 
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３ 販売実績 

（単位：千円） 

前 期 

（平成18年４月１日  

 平成19年３月31日） 

当 期 

（平成19年４月１日  

 平成20年３月31日） 

増 減 

（△は減少） 事業部門 

   

医療用医薬品部門  

 医薬品  

  消化器に作用する薬剤 2,625,124 2,498,872 △126,251

  診断用薬 3,533,270 3,533,723 452

 小計 6,158,394 6,032,595 △125,798

 医療機器 1,099,658 1,256,572 156,913

 その他 244,776 259,595 14,818

 計 7,502,830 7,548,763 45,933

一般用医薬品部門  

 医薬品  

  神経系、呼吸器系及び循環器系に

作用する薬剤 
1,818,989 1,714,255 △104,733

  消化器に作用する薬剤 64,409 62,715 △1,694

  保健栄養強壮剤 69,301 50,380 △18,920

  外用薬剤 158,018 141,628 △16,390

  環境衛生薬剤 3,350 2,950 △399

 小計 2,114,069 1,971,930 △142,139

 医薬部外品  

  殺虫剤 7,794 5,132 △2,661

  医療衛生用品 2,982 671 △2,311

 小計 10,777 5,804 △4,973

 その他 143,994 149,053 5,059

 計 2,268,840 2,126,787 △142,052

健康食品部門 1,055,938 1,045,204 △10,734

賃貸収入高 43,728 42,811 △916

合計 10,871,337 10,763,566 △107,770

（注）１ 総販売実績に対し、10％以上に該当する販売先はありません。 

   ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３ 前期まで医療用医薬品部門「その他」に含めて表示しておりました健康食品部門については、当期より明瞭性を高める

ため、区分掲記することといたしました。なお、前期については同様に組換えをしております。 

 


