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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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 ％

23年３月期第１四半期 2,538 △3.7 128 △10.7 165 △6.9 75 △20.2
22年３月期第１四半期 2,635 △0.2 143 △9.1 177 △6.8 94 △4.6
 

 
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

23年３月期第１四半期 8.45 －
22年３月期第１四半期 10.53 －
 
(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

23年３月期第１四半期 11,961 8,213 68.7 918.08
22年３月期 11,863 8,215 69.3 918.30
（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 8,213百万円  22年３月期 8,215百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 

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 

22年３月期 － 0.00 － 8.00 8.00 
23年３月期 －   
23年３月期(予想)  4.00 － 4.00 8.00 
（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：有 

 
３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 5,400 △1.3 320 △7.7 350 △8.9 190 △9.1 21.24
通     期 10,500 2.8 390 14.5 430 10.3 230 2.5 25.71

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 
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４．その他 （詳細は、【添付資料】P.2「１．その他の情報」をご覧ください。） 
 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 
（注）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の有無となります。 

 
(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
(3) 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） 23年３月期１Ｑ 9,099,303株 22年３月期 9,099,303株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 152,859株 22年３月期 152,639株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,946,559株 22年３月期１Ｑ 9,008,193株

 
 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半
期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了
していません。 

 
（※ 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。 
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１．その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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１四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前事業年度末

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１四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会

計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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日

公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20

年３月10日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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2. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,337,821 4,045,125

受取手形及び売掛金 4,215,564 4,086,380

商品及び製品 472,478 504,949

原材料及び貯蔵品 108,776 122,506

その他 826,038 104,990

貸倒引当金 △11,000 △10,000

流動資産合計 8,949,679 8,853,952

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,785,941 1,785,941

その他（純額） 632,332 638,686

有形固定資産合計 2,418,274 2,424,627

無形固定資産 38,084 20,023

投資その他の資産   

その他 558,509 573,802

貸倒引当金 △3,013 △9,049

投資その他の資産合計 555,495 564,752

固定資産合計 3,011,854 3,009,404

資産合計 11,961,533 11,863,356

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,105,656 2,079,360

未払法人税等 74,483 40,660

賞与引当金 262,040 169,000

その他の引当金 32,524 50,939

その他 586,761 609,652

流動負債合計 3,061,465 2,949,612

固定負債   

退職給付引当金 620,807 617,032

その他の引当金 19,852 35,160

その他 45,852 45,852

固定負債合計 686,512 698,044

負債合計 3,747,978 3,647,656
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 3,762,271 3,758,212

自己株式 △63,515 △63,441

株主資本合計 8,176,779 8,172,795

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,775 42,904

評価・換算差額等合計 36,775 42,904

純資産合計 8,213,555 8,215,699

負債純資産合計 11,961,533 11,863,356

株式会社カイゲン　（８０００）平成23年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－4－



(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,635,675 2,538,433

売上原価 1,597,439 1,533,448

売上総利益 1,038,235 1,004,984

返品調整引当金繰入額 － 1,000

返品調整引当金戻入額 3,000 －

差引売上総利益 1,041,235 1,003,984

販売費及び一般管理費 897,816 875,965

営業利益 143,419 128,019

営業外収益   

受取利息 2,688 2,199

受取配当金 29,465 29,888

その他 3,645 7,232

営業外収益合計 35,800 39,320

営業外費用   

支払利息 64 35

寄付金 300 940

その他 1,027 733

営業外費用合計 1,391 1,708

経常利益 177,827 165,631

税引前四半期純利益 177,827 165,631

法人税等 83,000 90,000

四半期純利益 94,827 75,631
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６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１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 
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３．補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 
（単位：千円） 

前第１四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６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 222,386 257,212 34,826 15.7

（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１四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６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 358,764 324,776 △33,988 △9.5

  診断用薬 660,858 620,188 △40,669 △6.2

 小計 1,019,623 944,964 △74,658 △7.3

 医療機器 71,865 67,135 △4,730 △6.6

 その他 53,557 52,231 △1,325 △2.5

 計 1,145,046 1,064,331 △80,714 △7.0

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 
180,628 163,863 △16,765 △9.3

  消化器に作用する薬剤 22,426 22,361 △64 △0.3

  保健栄養強壮剤 5,903 6,338 434 7.4

  その他 34,973 5,722 △29,251 △83.6

 小計 243,932 198,285 △45,646 △18.7

 医薬部外品 280 280 － －

 その他 17,456 12,836 △4,619 △26.5

 計 261,669 211,403 △50,266 △19.2

健康食品部門 130,814 95,632 △35,181 △26.9

合計 1,537,530 1,371,367 △166,163 △10.8

（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１四半期累計期間 当第１四半期累計期間  

 1,079,088千円 1,013,061千円
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(3) 販売実績 
（単位：千円） 

前第１四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６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 625,757 637,048 11,290 1.8

  診断用薬 1,014,616 956,658 △57,958 △5.7

 小計 1,640,373 1,593,706 △46,667 △2.8

 医療機器 317,090 336,899 19,809 6.2

 その他 67,088 60,542 △6,546 △9.8

 計 2,024,552 1,991,148 △33,404 △1.6

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 
326,016 318,845 △7,171 △2.2

  消化器に作用する薬剤 30,173 29,425 △748 △2.5

  保健栄養強壮剤 10,071 8,659 △1,412 △14.0

  その他 32,878 24,333 △8,544 △26.0

 小計 399,139 381,263 △17,876 △4.5

 医薬部外品 401 327 △73 △18.3

 その他 36,323 29,803 △6,520 △18.0

 計 435,864 411,394 △24,470 △5.6

健康食品部門 175,257 135,890 △39,366 △22.5

合計 2,635,675 2,538,433 △97,241 △3.7

（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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