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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,628 ― △15 ― △31 ― 144 ―

20年3月期第3四半期 3,010 △3.7 41 △55.7 19 △76.0 6 △72.7

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3四半期 32.46 ―

20年3月期第3四半期 1.50 ―

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3四半期 5,765 2,542 44.1 570.68
20年3月期 5,371 2,405 44.8 539.94

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,542百万円 20年3月期  2,405百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 4.00

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  有  
 

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 3,580 △9.6 32 △39.6 5 △84.8 164 ― 36.81

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.その他をご覧ください。  

(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.その他をご覧ください。  

(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3四半期  4,558,860株 20年3月期  4,558,860株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  103,030株 20年3月期  103,030株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  4,455,830株 20年3月期第3四半期  4,458,025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．平成20年10月24日付けの当社「平成21年３月期第２四半期決算短信（非連結）」通期業績予想を本資料において修正しております。 
２．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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 
３．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３四半期における景気状況は、海外におきましては、サブプライムローン問題に端を発した世界的な株価

暴落と経済・財政情勢の深刻化が顕著となっています。 

一方、そのリスク回避の影響などから円相場は９０円台前後で推移し、国内企業は収益対策として減産や雇用

調整の検討の動きをみせ始めており、我が国を含めた各国の景気の先行きについては予断を許さない状況となっ

ております。このような景気環境のもとで、当社は業績確保のために積極的な営業活動を展開してまいりました

が、当第３四半期における業績につきましては、売上高では２６億２千８百万円（対前年同期比１２．７％減）

という結果となりました。生化学分野におきましては、９億１千７百万円（対前年同期比１.６％減）となり、免

疫分野におきましては、輸血分野における共同事業解消の影響により１５億９千３百万円（対前年同期比１３.

３％減）となりました。また、遺伝子分野では１億１千７百万円（対前年同期比５１．２％減）となりました。  

損益面におきましては、営業損失で当初予想△５百万円に対して△１千５百万円となり、経常損失では当初予

想△２千１百万円に対して△３千１百万円という結果に終わりました。 

一方、四半期純利益につきましては、平成２１年１月２７日付「平成２１年３月期業績予想の修正に関するお

知らせ」でお知らせいたしましたインフルエンザ診断薬の共同開発事業撤退に伴う損失約１億１千万円などによ

り、当初予想１億９千万円に対して１億４千４百万円となりました。 

当社におけるインフルエンザ事業の今後の取引形態につきましては、これまでの研究、製造及び販売という形

態から商品仕入による販売形態へ変更となります。 

この取引形態の変更は、当期の業績に大きな影響を及ぼすものではありません。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における総資産の額は、前事業年度末と比べ３億９千万円増加し５７億６千５百万円となりまし

た。流動資産は、前事業年度と比べ５億１千２百万円増加し、２４億４千７百万円となりました。その主な要因は、

受取手形及び売掛金５千万円、商品８千８百万円及び製品４千万円が減少したものの、一方で現金及び預金が関係

会社株式の売却代金収入４億４千１百万円及び金融機関からの資金調達などにより増加し、繰延税金資産も４千４

百万円増加しております。固定資産は、前事業年度末と比べ１億１千９百万円減少し３３億１千７百万円となりま

した。有形固定資産では、減価償却の進捗により５千９百万円の減少、無形固定資産ではソフトウエアの償却によ

り２千６百万円減少、投資その他の資産では、関係会社株式の売却及び投資有価証券の評価替えなどにより３千３

百万円の減少になりました。 

当第３四半期末における負債の額は、前事業年度末に比べ２億５千６百万円増加し３２億２千２百万円となりま

した。流動負債は、３億１千１百万円増加し２３億３千４百万円となりました。その主な要因は、短期借入金１億

８千２百万円及び未払法人税等１億４千５百万円の増加によるものです。固定負債は、前事業年度末と比べ５千４

百万円減少し８億８千８百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の減少４千９百万円によるものです。 

当第３四半期末における純資産の額は、前事業年度末と比べ１億３千６百万円増加し、２５億４千２百万円となり

ました。その主な要因は、純利益１億４千４百万円によるものです。 

 
(キャッシュ・フローの状況) 

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物の（以下「資金」という。）は、以下に記載したキャッシュ・

フローの状況及びそれらの要因により、８億７千１百万円となり、前事業年度末に比べ４億３千万円増加いたしま

した。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
    営業活動により得られた資金は７千５百万円となりました。その主な要因は、仕入債務が２千５百万円減少し

た一方で、売上債権の減少５千万円及び減価償却費９千７百万円の計上によるものです。 
 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は２億２千２百万円となりました。その主な要因は、定期預金預入による２億１

千万円の支出の一方、関係会社株式の売却による４億４千１百万円の収入があったことによります。  
 
  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は１億３千２百万円となりました。その主な要因は、金融機関からの借入金の純

増１億３千２百万円によります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

第４四半期以降における景気の状況は、第３四半期から続くサブプライムローン問題による世界的な経済危機か

らの回復が短期間では解決されずに継続する事が予想されており、国内における企業収益の回復及び個人消費の伸

びについても急激な改善は見込めないものと予想されます。 

当社の通期業績につきましては、第４四半期以降における生化学、免疫及び遺伝子分野での新製品による業績へ

の貢献と生産効率の向上などによる積極的な営業展開により以下のとおりに予想しております。 

今後も新製品開発のための積極的な投資活動を推進するとともに、生化学分野と免疫分野を柱とした営業展開に

よる売上拡大と共同開発事業を積極的に推し進めてまいります。 

 

（通期） 

 
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 

前回発表予想（Ａ） 

       百万円 

3,671 

百万円

32

百万円

 5

百万円 

205 

円 銭

46.01

今回修正予想（Ｂ） 3,580 32            5 164        36.81 

増減額（Ｂ－Ａ） △91 － － △41           －

増減率（％） △2.5   －   － △20.0           －

前期実績 3,959 53 33 4           －

 

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．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する方法により算定

しております。 

２．繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、当期においてインフルエンザ診断薬の共同開発事業撤退

等の著しい経営環境の変化が認められた為、前事業年度末の検討において使用した将来の業績予測やタッ

クスプランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

 

（2）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

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の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっており

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１

８年７月５日）が適用されたことに伴い、主として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。 

これにより、営業損失、経常損失は、それぞれ４１９千円減少しており、税引前四半期純利益は２，３

４７千円減少しております。 
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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３四半期会計期間末
(平成20年12月31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  1,211,917 571,530  

受取手形及び売掛金  
  
 

782,127 833,086  

商品  40,432 129,298  

製品  109,223 150,118  

原材料  117,117 127,159  

仕掛品  53,987 35,073  

貯蔵品  15,109 26,752  

その他  120,277 64,719  

貸倒引当金   △2,900 △2,900  

 流動資産合計  2,447,293 1,934,839  

 固定資産    

 有形固定資産    

建物（純額）  883,562 924,833  

土地  1,851,453 1,851,453  

 その他（純額）  103,438 121,576  

 有形固定資産合計  2,838,454 2,897,863  

無形固定資産  113,460 139,888  

投資その他の資産  366,048 399,356  

 固定資産合計  3,317,963 3,437,108  

 資産合計  5,765,256 5,371,947  

負債の部    

 流動負債    

支払手形及び買掛金  608,432 633,470  

短期借入金  1,391,470 1,209,025  

未払法人税等  146,353 8,132  

賞与引当金  17,000 15,280  

その他   171,091 157,393  

 流動負債合計  2,334,346 2,023,301  

 固定負債    

長期借入金  809,960 859,870  

その他  78,093 82,893  

固定負債合計  888,053 942,763  

 負債合計  3,222,400 2,966,064  

純資産の部    

 株主資本    

 資本金  831,413 831,413  

 資本剰余金  928,733 928,733  

 利益剰余金  872,772 728,124  

 自己株式  △88,816 △88,816  

 株主資本合計  2,544,103 2,399,454  

 評価・換算差額等    

 その他有価証券評価差額金  △1,246 6,428  

 評価・換算差額等合計  △1,246 6,428  

 純資産合計  2,542,856 2,405,882  

負債純資産合計  5,765,256 5,371,947  
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(２)四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間）           （単位：千円） 

 
 
 

当第３四半期累計期間 
 (自 平成20年４月１日 

    至 平成20年12月31日）
  

 売上高  2,628,436   

 売上原価  1,690,195   

 売上総利益  938,240   

 販売費及び一般管理費  954,004   

営業損失（△）  △15,763   

 営業外収益    

受取利息及び配当金  8,222   

為替差益  3,066   

受取賃貸料  6,759   

その他  4,266   

 営業外収益合計  22,315   

 営業外費用    

支払利息  28,197   

手形売却損  492   

賃貸費用  6,889   

その他  2,267   

営業外費用合計  37,847   

経常損失（△）  △31,296   

 特別利益    

 関係会社株式売却益  418,203   

 投資有価証券売却益  24   

     

 特別利益合計  418,227   

 特別損失    

 固定資産除却損  6,210   

 事業整理損  127,116   

 たな卸資産評価損  2,766   

 特別損失合計  136,092   

 税引前四半期純利益  250,838   

 法人税、住民税及び事業税  148,990   

法人税等調整額  △42,800   

法人税等合計  106,190   

四半期純利益  144,648   
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（3）四半期キャッシュ・フロー計算書              （単位：千円） 

              

  

当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日）

  

  営業活動によるキャッシュ・フロー    

 税引前四半期純利益 250,838  

 減価償却費 97,404  

 売上債権の増減額（△は増加） 50,959  

 たな卸資産の増減額（△は増加） 124,901  

 仕入債務の増減額（△は減少） △25,037  

 関係会社株式売却損益（△は益） △418,203  

 その他 28,883  

 小計 109,746  

 利息の支払額 △28,321  

 法人税等の支払額 △13,546  

 その他の収入 7,730  

営業活動によるキャッシュ・フロー 75,609

投資活動によるキャッシュ・フロー  
 

 投資有価証券の売却による収入 43  

 有形固定資産の取得による支出 △8,812  

 定期預金の預入による支出 △210,000  

 関係会社株式の売却による収入 441,000  

 その他 327  

 投資活動によるキャッシュ・フロー 222,558  

 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 190,000  

 長期借入れによる収入 400,000  

 長期借入金の返済による支出 △457,465  

 その他 △304  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 132,230  

  現金及び現金同等物に係る換算差額  △10  

  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  430,387  

現金及び現金同等物の期首残高  441,530  

  現金及び現金同等物の四半期末残高  871,917  

 



㈱カイノス（4556）平成 21 年 3月期 第 3四半期決算短信（非連結） 

 
 

                   - 7 - 
 

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

表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 

(4)継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(5)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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

 

 

 

(１)四半期損益計算書 

前同年四半期累計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日）

 
科目 

金額（千円） 

Ⅰ. 売上高  3,010,489

Ⅱ. 売上原価  1,941,544

 売上総利益  1,068,945

Ⅲ. 販売費及び一般管理費  1,027,880

営業利益  41,064

Ⅳ. 営業外収益  

 受取利息及び配当金  6,426

その他  8,117

 営業外収益合計  14,544

Ⅴ 営業外費用  

支払利息  26,109

手形売却損  139

社債利息  680

その他  8,967

営業外費用合計  35,897

経常利益  19,710

Ⅵ 特別損失  

 その他  118

 特別損失合計  118

 税引前四半期純利益  19,592

 法人税・住民税及び事業税  9,852

法人税等調整額  3,023

四半期純利益      6,716
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(２)四半期キャッシュ・フロー計算書 
前同年四半期累計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日）

  
区分 

金額（千円）   

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 19,592  

 減価償却費 80,987  

 売上債権の増減額（△は増加） △15,814  

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,354  

 仕入債務の増減額（△は減少） 48,375  

 その他 46,158  

 小計 176,944  

 利息の支払額 △29,262  

 法人税等の支払額 △30,346  

 その他の収入 6,426  

 営業活動によるキャッシュ・フロー 123,762  

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー  

 投資有価証券の取得による支出 △10,150  

 有形固定資産の取得による支出 △9,546  

 無形固定資産の取得による支出 △70,162  

 その他 3,951  

 投資活動によるキャッシュ・フロー △85,907  

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額 434,000  

 長期借入れによる収入 500,000  

 長期借入金の返済による支出 △504,355  

 その他 △264,182  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 165,462  

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 △445  

Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額（△は増加） 202,872  

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 453,642  

Ⅶ  現金及び現金同等物の四半期末残高 656,515  

 




