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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 8,217 ― 461 ― 497 ― 259 ―

20年3月期第3四半期 8,579 △2.3 495 △15.1 496 △16.2 237 △21.7

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 28.79 ―

20年3月期第3四半期 26.36 ―

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 12,587 8,150 64.8 904.65
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3四半期  8,150百万円 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3四半期  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3四半期  89,562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3四半期  9,013,890株 20年3月期第3四半期  9,019,902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３四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端を発した世界経済の深刻な低迷により、

急激な円高や為替市場の大幅な変動等から企業収益が減少し、景気は厳しい状況で推移しました。 

また、個人消費におきましては、雇用環境の悪化による生活防衛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３四半期累計期間における売上高は8,217百万円（前年同期比4.2％減）、営業

利益は461百万円（前年同期比6.7％減）、経常利益は497百万円（前年同期比0.2％増）、四半期純利益は259百

万円（前年同期比9.1％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 

医療用医薬品は、後発品使用促進により「ランソプラゾールＯＤ錠」や本年度上市しました「アムロジ

ピン錠」が引き続き伸長しました。一方、消化性潰瘍・逆流性食道炎治療薬「アルロイドＧ」は薬価引き

下げの影響により減少しました。Ｘ線造影剤につきましても、メタボ特定健診の実施による一般健診への

影響は落ち着いたものの減少となりました。 

医療機器は、内視鏡消毒装置「クリーントップ」が前年並みの台数を確保するとともに販売価格の改善

に努めたことにより伸長しました。内視鏡関連商品につきましても引き続き伸長しました。 

この結果、医療用医薬品部門の売上高は5,938百万円（前年同期比3.0％減）となりました。 

②一般用医薬品部門 

一般用医薬品は、厳しい市場環境のなかにあり、また、リスク分類表示の実施に備えて、期初から店頭

消化に重点をおいた営業戦略に基づき、取引内容の改善並びに在庫圧縮を行いました。 

これに伴い、主力商品の「改源」をはじめとするＯＴＣ商品は、流通在庫圧縮の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1,579百万円（前年同期比3.1％減）となりました。 

③健康食品部門 

健康食品は、マコンブ仮根加工食品「Ｋｉｎｇ ｏｆ Ｋｏｎｂｕ(昆布の王様)」は順調に推移しました

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677百万円（前年同期比15.1％減）となりました。 

 

 

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は12,587百万円（前期末11,836百万円）となり、前期末に比べ751百万円の増

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4,436百万円（前期末3,823百万円）となり、前期末に比べ613百万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、8,150百万円（前期末8,012百万円）となり、前期末に比べ137百万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棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、一部で実地棚卸を省略し第２四半期会計

期間末の実地棚卸高を基礎として合理的に算定する方法を適用しております。 

 

 ｃ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。 

 

 ｄ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３四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、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 1,533,636 2,199,812

受取手形及び売掛金 4,942,653 4,322,343

商品及び製品 652,889 513,036

原材料及び貯蔵品 161,997 118,836

その他 822,752 108,730

貸倒引当金 △8,000 △7,000

流動資産合計 8,105,928 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） 617,038 654,331

有形固定資産合計 2,401,540 2,438,833

投資その他の資産   

長期預金 1,500,000 1,500,000

その他 598,762 647,025

貸倒引当金 △18,703 △5,593

投資その他の資産合計 2,080,059 2,141,431

固定資産合計 4,481,599 4,580,264

資産合計 12,587,527 11,836,023

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,798,207 2,202,749

未払法人税等 171,881 28,100

賞与引当金 84,500 160,000

その他の引当金 83,816 74,839

その他 568,752 646,075

流動負債合計 3,707,158 3,111,764

固定負債   

退職給付引当金 620,495 592,236

その他の引当金 57,772 56,985

その他 51,426 62,264

固定負債合計 729,694 711,485

負債合計 4,436,852 3,823,250
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(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) 

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 3,667,780 3,480,393

自己株式 △41,782 △39,067

株主資本合計 8,104,022 7,919,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46,653 93,424

評価・換算差額等合計 46,653 93,424

純資産合計 8,150,675 8,012,773

負債純資産合計 12,587,527 11,836,023
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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 8,217,117

売上原価 4,932,111

売上総利益 3,285,005

返品調整引当金戻入額 14,000

差引売上総利益 3,299,005

販売費及び一般管理費 2,837,293

営業利益 461,712

営業外収益  

受取利息 17,221

受取配当金 26,448

その他 10,709

営業外収益合計 54,378

営業外費用  

支払利息 214

寄付金 8,533

会員権評価損 6,100

その他 3,810

営業外費用合計 18,658

経常利益 497,433

税引前四半期純利益 497,433

法人税等 237,907

四半期純利益 259,525
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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３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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） 

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 

四半期損益計算書 

（単位：千円） 

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日) 科   目 

金   額 

Ⅰ 売上高 8,579,509 

Ⅱ 売上原価 5,062,990 

  売上総利益 3,516,518 

  返品調整引当金戻入額 2,000 

  差引売上総利益 3,518,518 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,023,402 

  営業利益 495,115 

Ⅳ 営業外収益 53,104 

Ⅴ 営業外費用 52,009 

  経常利益 496,211 

Ⅵ 特別利益 10,620 

  税引前四半期純利益 506,831 

  法人税、住民税及び事業税 269,041 

  四半期純利益 237,789 

 

 

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

－8－



 
 

６．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

（単位：千円） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日）

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）

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 668,269 740,940 72,671 10.9

（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３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日）

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）

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 1,066,408 1,054,283 △12,125 △1.1

  診断用薬 2,004,242 1,947,651 △56,590 △2.8

 小計 3,070,650 3,001,934 △68,716 △2.2

 医療機器 174,253 201,295 27,042 15.5

 その他 164,621 169,720 5,099 3.1

 計 3,409,525 3,372,951 △36,574 △1.1

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 
744,358 683,633 △60,725 △8.2

  消化器に作用する薬剤 35,940 63,431 27,490 76.5

  保健栄養強壮剤 26,524 24,010 △2,514 △9.5

  その他 85,512 71,974 △13,537 △15.8

 小計 892,335 843,048 △49,287 △5.5

 医薬部外品 2,705 1,715 △990 △36.6

 その他 89,195 80,139 △9,055 △10.2

 計 984,236 924,903 △59,333 △6.0

健康食品部門 540,983 466,126 △74,856 △13.8

合計 4,934,745 4,763,981 △170,764 △3.5

（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３四半期累計期間 当第３四半期累計期間  

 3,393,734千円 3,260,026千円
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(3) 販売実績 

（単位：千円） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日）

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）

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 1,962,845 1,763,968 △198,876 △10.1

  診断用薬 3,037,095 2,985,367 △51,727 △1.7

 小計 4,999,941 4,749,336 △250,604 △5.0

 医療機器 910,913 981,866 70,952 7.8

 その他 209,149 206,807 △2,342 △1.1

 計 6,120,004 5,938,010 △181,994 △3.0

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 
1,323,809 1,270,840 △52,968 △4.0

  消化器に作用する薬剤 45,297 74,144 28,846 63.7

  保健栄養強壮剤 40,469 31,264 △9,204 △22.7

  その他 101,345 92,412 △8,932 △8.8

 小計 1,510,921 1,468,661 △42,259 △2.8

 医薬部外品 5,004 3,255 △1,748 △34.9

 その他 113,501 107,756 △5,745 △5.1

 計 1,629,427 1,579,673 △49,753 △3.1

健康食品部門 797,698 677,002 △120,695 △15.1

賃貸収入高 32,378 22,430 △9,948 △30.7

合計 8,579,509 8,217,117 △362,391 △4.2

（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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