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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 5,427 ― 311 ― 340 ― 176 ―

20年3月期第2四半期 5,654 △2.7 307 △17.2 308 △14.4 161 △14.1

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

21年3月期第2四半期 19.61 ―

20年3月期第2四半期 17.91 ―

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

21年3月期第2四半期 12,402 8,090 65.2 897.71
20年3月期 11,836 8,012 67.7 888.60

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,090百万円 20年3月期  8,012百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 8.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 11,000 2.2 340 2.0 320 4.0 165 1.2 18.30

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  9,099,303株 20年3月期  9,099,303株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  86,572株 20年3月期  82,049株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  9,015,271株 20年3月期第2四半期  9,020,713株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライム問題による金融市場の混乱や原油・原材料価格

の高騰により企業収益が悪化し、景気の減速基調が一段と強まってまいりました。 

また、個人消費におきましては、雇用環境の悪化や生活必需品の価格上昇等により、生活防衛の意識がさら

に強まり、消費マインドの低下が続いております。 

このような状況のなか、当第２四半期累計期間における売上高は5,427百万円（前年同期比4.0％減）、営業

利益は311百万円（前年同期比1.2％増）、経常利益は340百万円（前年同期比10.5％増）、四半期純利益は176

百万円（前年同期比9.5％増）となりました。 

 

部門別の業績は次の通りであります。 

①医療用医薬品部門 

治療薬剤は、後発品使用促進により「ランソプラゾール OD 錠」や「アムロジピン錠」が伸長しましたが、

消化性潰瘍・逆流性食道炎治療薬「アルロイドＧ」が薬価引き下げ等により減少しました。 

また、主力のＸ線造影剤は、特定健診開始による影響等により集団検診数が減少しました。 

医療機器は、内視鏡消毒装置「クリーントップ」が前期に引続き伸長し、内視鏡関連品も順調に推移しま

した。 

この結果、医療用医薬品部門の売上高は4,048百万円（前年同期比4.0％減）となりました。 

②一般用医薬品部門 

一般用医薬品は、期初から店頭消化に重点をおいた営業戦略に基づく活動により、取引内容の改善を行

い、返品率が大幅に減少しました。しかしながら、厳しい価格競争のなか、主力商品の「改源」をはじめ

とするＯＴＣ商品のリスク分類表示変更に対応し、旧パッケージの在庫圧縮による影響などから減少しま

した。 

この結果、一般用医薬品部門の売上高は905百万円（前年同期比2.5％減）となりました。 

③健康食品部門 

健康食品は、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先や問屋の

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455百万円（前年同期比6.5％減）となりました。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における総資産は12,402百万円（前期末11,836百万円）となり、前期末に比べ566百万円の増

加となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

また、負債は4,311百万円（前期末3,823百万円）となり、前期末に比べ488百万円の増加となりました。主な

要因は、買掛金、未払法人税の増加及び未払費用の減少によるものであります。 

純資産については、8,090百万円（前期末8,012百万円）となり、前期末に比べ78百万円の増加となりました。

主な要因は、四半期純利益の計上による増加及び配当金の支払いによる減少であります。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、前回公表時（平成20年５月９日）に想定した予想に沿った業績で推移して

おりますので、修正しておりません。 

今後、何らかの変化がある場合には、適切に開示してまいります。 
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

 ａ一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度末に算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

 

 ｂ固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

 

 ｃ繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法を適用しております。 

 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 ａ税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果適用

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しております。 

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。 

 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸

表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産については、従来、月別総平均法による低価法によっておりましたが、当第１四半期会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたこ

とに伴い、月別総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。 
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５．四半期財務諸表 

 

(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円) 

 
当第２四半期 
会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,185,044  2,199,812

  受取手形及び売掛金 4,822,151  4,322,343

  商品及び製品 609,924  513,036

  原材料及び貯蔵品 150,415  118,836

  その他 120,364  108,730

  貸倒引当金 △8,000  △7,000

  流動資産合計 7,879,898  7,255,759

 固定資産  

  有形固定資産  

   土地 1,784,501  1,784,501

   その他（純額） 635,378  654,331

   有形固定資産合計 2,419,880  2,438,833

  投資その他の資産  

   長期預金 1,500,000  1,500,000

   その他 619,674  647,025

   貸倒引当金 △17,363  △5,593

   投資その他の資産合計 2,102,311  2,141,431

  固定資産合計 4,522,191  4,580,264

 資産合計 12,402,090  11,836,023
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当第２四半期 
会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 2,739,612  2,202,749

  未払法人税等 162,114  28,100

  賞与引当金 180,000  160,000

  その他の引当金 55,654  74,839

  その他 475,805  646,075

  流動負債合計 3,613,187  3,111,764

 固定負債  

  退職給付引当金 591,965  592,236

  その他の引当金 54,690  56,985

  その他 51,426  62,264

  固定負債合計 698,081  711,485

 負債合計 4,311,269  3,823,250

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 2,364,609  2,364,609

  資本剰余金 2,113,414  2,113,414

  利益剰余金 3,585,057  3,480,393

  自己株式 △40,848  △39,067

  株主資本合計 8,022,232  7,919,349

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 68,588  93,424

  評価・換算差額等合計 68,588  93,424

 純資産合計 8,090,821  8,012,773

負債純資産合計 12,402,090  11,836,023
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(2) 四半期損益計算書 

第２四半期累計期間 

(単位：千円) 

  

当第２四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  5,427,232

売上原価  3,272,781

売上総利益  2,154,450

返品調整引当金戻入額  14,000

差引売上総利益  2,168,450

販売費及び一般管理費  1,857,030

営業利益  311,419

営業外収益  

 受取利息  11,468

 受取配当金  24,960

 その他  9,000

 営業外収益合計  45,429

営業外費用  

 支払利息  133

 寄付金  7,079

 会員権評価損  6,100

 その他  2,827

 営業外費用合計  16,139

経常利益  340,709

税引前四半期純利益  340,709

法人税等  163,907

四半期純利益  176,802

 

－6－



株式会社カイゲン （８０００）平成21年３月期 第２四半期決算短信（非連結） 

 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 
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参考資料 

 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間損益計算書 

 

 

前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高 5,654,625 100.0 

Ⅱ 売上原価 3,382,479 59.8 

  売上総利益 2,272,145 40.2 

  返品調整引当金戻入額 10,000 0.2 

  差引売上総利益 2,282,145 40.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,974,458 34.9 

  営業利益 307,687 5.4 

Ⅳ 営業外収益 41,223 0.7 

Ⅴ 営業外費用 40,665 0.7 

  経常利益 308,245 5.5 

Ⅵ 特別利益 10,620 0.2 

  税引前中間純利益 318,865 5.6 

  法人税、住民税 
及び事業税 

157,338   

  法人税等調整額 － 157,338 2.8 

  中間純利益 161,527 2.9 
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６．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 
（単位：千円） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日）

増 減 
事業部門 

金 額 金 額 金 額 増減率 

  ％

医療用医薬品部門  

 医療機器 431,134 509,939 78,805 18.3

（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） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日）

増 減 
事業部門 

金 額 金 額 金 額 増減率 

  ％

医療用医薬品部門  

 医薬品  

  消化器に作用する薬剤 698,018 721,400 23,381 3.3

  診断用薬 1,413,527 1,354,748 △58,778 △4.2

 小計 2,111,545 2,076,148 △35,397 △1.7

 医療機器 111,407 114,026 2,618 2.4

 その他 109,204 112,945 3,741 3.4

 計 2,332,157 2,303,120 △29,037 △1.2

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 
469,581 390,665 △78,916 △16.8

  消化器に作用する薬剤 23,263 37,668 14,404 61.9

  保健栄養強壮剤 18,914 16,392 △2,522 △13.3

  その他 59,306 54,371 △4,935 △8.3

 小計 571,066 499,097 △71,969 △12.6

 医薬部外品 1,959 1,434 △524 △26.8

 その他 41,538 31,790 △9,747 △23.5

 計 614,564 532,321 △82,242 △13.4

健康食品部門 363,983 330,038 △33,945 △9.3

合計 3,310,705 3,165,480 △145,224 △4.4

（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。 

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間  

 2,311,282千円 2,190,317千円

 

 

－9－



株式会社カイゲン （８０００）平成21年３月期 第２四半期決算短信（非連結） 

 

(3) 販売実績 
（単位：千円） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）

当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日）

増 減 
事業部門 

金 額 金 額 金 額 増減率 

  ％

医療用医薬品部門  

 医薬品  

  消化器に作用する薬剤 1,298,325 1,159,033 △139,292 △10.7

  診断用薬 2,165,943 2,091,090 △74,853 △3.5

 小計 3,464,268 3,250,123 △214,145 △6.2

 医療機器 614,496 664,042 49,546 8.1

 その他 137,593 134,485 △3,108 △2.3

 計 4,216,358 4,048,651 △167,707 △4.0

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 
750,896 714,924 △35,972 △4.8

  消化器に作用する薬剤 28,204 46,935 18,731 66.4

  保健栄養強壮剤 26,981 21,448 △5,532 △20.5

  その他 64,144 68,909 4,764 7.4

 小計 870,226 852,217 △18,009 △2.1

 医薬部外品 3,451 2,135 △1,316 △38.1

 その他 55,386 51,201 △4,185 △7.6

 計 929,064 905,553 △23,511 △2.5

健康食品部門 487,326 455,757 △31,569 △6.5

賃貸収入高 21,875 17,270 △4,605 △21.1

合計 5,654,625 5,427,232 △227,393 △4.0

（注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 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。 
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