
平成22年3月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成22年2月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 カイゲン 上場取引所 大 

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
四半期報告書提出予定日 平成22年2月10日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 8,205 △0.1 472 2.4 515 3.6 279 7.7
21年3月期第3四半期 8,217 ― 461 ― 497 ― 259 ―

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

22年3月期第3四半期 31.03 ―

21年3月期第3四半期 28.79 ―

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

22年3月期第3四半期 12,692 8,298 65.4 921.30
21年3月期 11,887 8,080 68.0 896.98

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,298百万円 21年3月期  8,080百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 8.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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 10,600 2.4 350 8.9 400 7.0 210 6.3 23.31
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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  有  
（注）詳細は、４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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 9,099,303株 21年3月期  9,099,303株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  91,510株 21年3月期  90,924株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 9,007,959株 21年3月期第3四半期 9,013,890株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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、世界的な景気後退の底打ち感が出てきているものの、国内企

業の業績は依然として低水準のまま推移しております。また、雇用環境の悪化や個人消費の低迷により、景気

回復の実感がつかめないまま、先行きに対する不透明な状況が続いております。 

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8,205百万円（前年同期比0.1％減）、営業

利益は472百万円（前年同期比2.4％増）、経常利益は515百万円（前年同期比3.6％増）、四半期純利益は279百

万円（前年同期比7.7％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 

 医療用医薬品では、消化器に作用する薬剤は、主力の消化性潰瘍・逆流性食道炎治療薬「アルロイド

Ｇ」をはじめ、本年度発売しました広範囲経口抗菌剤「レボフロキシサン錠イセイ」などの後発関連薬品

においても伸長しました。 

 診断用薬のうちＸ線造影剤は、昨年度減少の一因となりました特定検診による影響が一段落したことや

新規開拓などにより伸長しましたが、造影補助剤が減少しました。 

 医療機器につきましては、メンテナンス契約や内視鏡関連商品は増加しましたが、内視鏡消毒装置「ク

リーントップＷＭ-Ｓ」の販売台数は減少しました。 

この結果、医療用医薬品部門の売上高は5,991百万円（前年同期比0.9％増）となりました。 

②一般用医薬品部門 

 一般用医薬品は、市場全般が厳しい環境のなか、当期の営業戦略として取り組んでおります「店頭消

化」を中心とした営業活動並びに取引内容の改善を継続してまいりました。その結果、主力商品の「改

源」は増進しましたが、夏物商品（滋養強壮剤・外用薬）の減少などから、一般用医薬品部門の売上高は

1,675百万円（前年同期比6.1％増）となりました。 

③健康食品部門 

 健康食品は、昆布の仮根より作られた「ガニアシ」がＯＥＭを中心に伸長しましたが、主力の「コレカ

ット」や「Ｋｉｎｇ ｏｆ Ｋｏｎｂｕ（昆布の王様）」の落ち込みが大きく影響しました。 

この結果、健康食品部門の売上高は538百万円（前年同期比20.5％減）となりました。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間末における総資産は12,692百万円（前事業年度末11,887百万円）となり、前事業年度

末に比べ805百万円の増加となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加によるもので

あります。 

また、負債は4,393百万円（前事業年度末3,807百万円）となり、前事業年度末に比べ586百万円の増加となり

ました。主な要因は、買掛金の増加によるものであります。 

純資産については、8,298百万円（前事業年度末8,080百万円）となり、前事業年度末に比べ218百万円の増加

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21年５月12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 

該当事項はありません。 
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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21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,706,593 3,375,541

受取手形及び売掛金 4,883,700 4,311,961

商品及び製品 622,753 488,621

原材料及び貯蔵品 127,064 132,301

その他 833,235 125,435

貸倒引当金 △12,000 △10,000

流動資産合計 9,161,347 8,423,861

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,785,941 1,785,941

その他（純額） 638,586 600,799

有形固定資産合計 2,424,527 2,386,741

無形固定資産 19,014 －

投資その他の資産   

その他 1,094,962 1,096,677

貸倒引当金 △7,098 △19,528

投資その他の資産合計 1,087,864 1,077,148

固定資産合計 3,531,406 3,463,889

資産合計 12,692,753 11,887,751

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,778,771 2,094,845

未払法人税等 144,425 131,382

賞与引当金 84,500 171,000

その他の引当金 54,009 57,854

その他 633,570 612,742

流動負債合計 3,695,277 3,067,826

固定負債   

退職給付引当金 618,946 634,915

その他の引当金 32,767 60,330

その他 46,852 44,352

固定負債合計 698,566 739,597

負債合計 4,393,844 3,807,424
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 3,813,315 3,605,889

自己株式 △42,406 △42,199

株主資本合計 8,248,932 8,041,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49,977 38,613

評価・換算差額等合計 49,977 38,613

純資産合計 8,298,909 8,080,327

負債純資産合計 12,692,753 11,887,751
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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)

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,217,117 8,205,515

売上原価 4,932,111 4,928,154

売上総利益 3,285,005 3,277,361

返品調整引当金戻入額 14,000 5,000

差引売上総利益 3,299,005 3,282,361

販売費及び一般管理費 2,837,293 2,809,719

営業利益 461,712 472,641

営業外収益   

受取利息 17,221 7,507

受取配当金 26,448 30,903

その他 10,709 10,502

営業外収益合計 54,378 48,913

営業外費用   

支払利息 214 156

寄付金 8,533 2,653

会員権評価損 6,100 －

その他 3,810 3,252

営業外費用合計 18,658 6,061

経常利益 497,433 515,492

税引前四半期純利益 497,433 515,492

法人税等 237,907 236,000

四半期純利益 259,525 279,492
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 
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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）

当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21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 740,940 699,579 △41,361 △5.6

（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20年４月１日 

至 平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21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 1,054,283 1,068,822 14,538 1.4

  診断用薬 1,947,651 1,934,309 △13,341 △0.7

 小計 3,001,934 3,003,131 1,197 0.0

 医療機器 201,295 198,233 △3,061 △1.5

 その他 169,720 167,452 △2,268 △1.3

 計 3,372,951 3,368,817 △4,133 △0.1

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 
683,633 758,259 74,626 10.9

  消化器に作用する薬剤 63,431 71,596 8,165 12.9

  保健栄養強壮剤 24,010 19,131 △4,878 △20.3

  その他 71,974 78,618 6,644 9.2

 小計 843,048 927,606 84,557 10.0

 医薬部外品 1,715 842 △872 △50.9

 その他 80,139 105,633 25,493 31.8

 計 924,903 1,034,081 109,178 11.8

健康食品部門 466,126 372,929 △93,197 △20.0

合計 4,763,981 4,775,828 11,847 0.2

（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  

 3,260,026千円 3,273,602千円
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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20年４月１日 

至 平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21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 1,763,968 1,831,468 67,499 3.8

  診断用薬 2,985,367 2,975,909 △9,458 △0.3

 小計 4,749,336 4,807,378 58,041 1.2

 医療機器 981,866 979,228 △2,638 △0.3

 その他 206,807 205,020 △1,786 △0.9

 計 5,938,010 5,991,628 53,617 0.9

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 
1,270,840 1,334,653 63,812 5.0

  消化器に作用する薬剤 74,144 87,860 13,716 18.5

  保健栄養強壮剤 31,264 27,557 △3,706 △11.9

  その他 92,412 88,362 △4,050 △4.4

 小計 1,468,661 1,538,433 69,771 4.8

 医薬部外品 3,255 1,295 △1,960 △60.2

 その他 107,756 136,096 28,340 26.3

 計 1,579,673 1,675,825 96,151 6.1

健康食品部門 677,002 538,061 △138,941 △20.5

賃貸収入 22,430 － △22,430 △100.0

合計 8,217,117 8,205,515 △11,602 △0.1

（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。 
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