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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 9,813 △4.0 342 0.5 394 1.1 182 △18.7

22年3月期 10,218 △1.3 340 6.0 389 4.3 224 13.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 20.39 ― 2.2 3.3 3.5
22年3月期 24.94 ― 2.8 3.3 3.3

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  107百万円 22年3月期  145百万円

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 11,973 8,264 69.0 924.01
22年3月期 11,863 8,215 69.3 918.30

（参考） 自己資本   23年3月期  8,264百万円 22年3月期  8,215百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 352 △1,881 △108 1,908
22年3月期 365 △123 △72 3,545

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 71 32.1 0.9
23年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 71 39.2 0.9

24年3月期(予想) ― 4.00 ― 4.00 8.00 42.1

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 5,000 △4.6 240 △22.4 270 △23.0 150 △16.9 16.77
通期 9,700 △1.2 300 △12.4 330 △16.3 170 △6.8 19.01



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は、添付資料P.12「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)詳細は、添付資料P.13「１株当たり情報」をご覧ください。 

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） 23年3月期 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 155,333 株 22年3月期 152,639 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 8,945,427 株 22年3月期 8,998,503 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当事業年度のわが国経済は、中国をはじめとするアジア新興国の経済回復を背景に企業収益や個人消費に改善の兆し

が見られたものの、急激な円高や長引くデフレの継続等により依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

医療用医薬品業界におきましても、医療費抑制政策の推進及び長期収載品薬価の引き下げは、依然として厳しい状況

で推移しております。また、一般用医薬品市場におきましても、個店売上の減少及び価格競争が継続しており、今後も

先行き不透明な状況が続くものと思われます。 

このような状況のなか、当社はブランドの認知度向上と新商品開発に注力し、市場開拓に努めてまいりました。 

また、本年３月11日に発生した東日本大震災により、当社は仙台営業所社屋が被災し、営業活動の停止を余儀なくさ

れております。１日も早い営業活動の再開を目指し復旧工事に着手するとともに、被災地域に対しましても、一般用医

薬品の提供や義援金の拠出等を通じた支援活動を継続的に行ってまいります。 

この結果、当事業年度の売上高は9,813百万円（前年同期比4.0％減）、営業利益は342百万円（前年同期比0.5％増）、

経常利益は394百万円（前年同期比1.1％増）、当期純利益は182百万円（前年同期比18.7％減）となりました。 

 

なお、部門別の状況は次の通りであります。 

（医療用医薬品部門） 

医療用医薬品は、主力の消化性潰瘍・逆流性食道炎治療薬「アルロイドＧ」は薬価引き下げや後発品促進政策の影響

により減少しましたが、「ランソプラゾールＯＤ錠」をはじめとする後発関連医薬品は薬価引き下げの影響を上回る販

売実績となり伸長しました。 

診断用薬のバリウムと発泡剤につきましては、内視鏡検査への移行による精密検査数及び注腸検査数の減少に加え、

薬価引き下げの影響等により減少しました。 

医療機器につきましては、機器メンテナンス契約及び機器関連消耗品が伸長したものの、平成22年秋の「クリーント

ップＷＭ－Ｓ」から次世代機「クリーントップＷＭ－ＳⅡ」への切り替えがスムーズに移行せず減少しました。 

この結果、医療用医薬品部門の売上高は7,116百万円（前年同期比3.8％減）となりました。 

（一般用医薬品部門） 

一般用医薬品は、対企業、特に大手量販企業との関係構築及び店頭消化を図ることを目的としたタイアップ企画等を

実施し、店頭販促活動に重点をおいた営業活動を展開してまいりました。しかし、主力のかぜ薬「改源」をはじめとす

る総合感冒薬群は伸長しましたが、前年度のインフルエンザ関連商品の需要の影響をカバーすることができず減少しま

した。 

この結果、一般用医薬品部門の売上高は2,109百万円（前年同期比2.0％減）となりました。 

（健康食品部門） 

健康食品は、消費の減退により市場が冷え込むなか、自社通販部門の定期購入誘導への仕組みの再構築、並びに新商

品として青汁、グルコサミン、ブルーベリーの三品目を上市いたしましたが、新商品の申請遅延も重なり、全体の売上

減少を補うまでには至らず大幅な減少となりました。 

この結果、健康食品部門の売上高は586百万円（前年同期比12.2％減）となりました。 

② 次期の見通し 

翌事業年度の見通しにつきましては、東日本大震災が市場に影響を及ぼすことが十分に予見されうる状況となってお

り、今後は雇用情勢の更なる悪化や、株式市場、為替市場停滞の影響による市場の冷え込みが懸念され、楽観を許さな

い状況が続くものと予想されます。 

医薬品業界におきましても、少子高齢化や人口減少による需要の縮小に加え、医療用医薬品市場では、後発医薬品の

使用促進を目的とする医療制度等の影響を受け、また一般用医薬品市場では、消費者の節約志向や低価格志向が予想さ

れるなど、当社を取り巻く経営環境は、依然として厳しいものになるものと予想されます。 

このような状況のなか、当社競合品との優位性確保を図るとともに、店頭消化重視の営業活動を強化し、ブランドの

育成に努めるなど収益力向上のための経営改革を推進してまいります。 

なお、翌事業年度の業績予想は、売上高9,700百万円、営業利益300百万円、経常利益330百万円、当期純

利益170百万円を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における資産総額は、11,973百万円（前事業年度末11,863百万円）となり、前事業年度末に比べ109百

万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金、商品及び製品の増加と原材料及び貯蔵品、投資有価証券の減少

によるものであります。 

負債総額については、3,708百万円（前事業年度末3,647百万円）となり、前事業年度末に比べ61百万円の増加となり

ました。主な要因は、買掛金及び未払法人税等の増加と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、8,264百万円（前事業年度末8,215百万円）となり、前事業年度末に比べ48百万円の増加となりま

した。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物は、1,908百万円（前事業年度末3,545百万円）となり、前事業年度末に比べ

1,637百万円の減少となりました。 

なお、当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、減価償却費のほか、法人税等の支払などか

ら352百万円の収入となり、前事業年度に比べ12百万円の収入の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入及び払戻、有形固定資産及び無形固定資産の取

得による支出などから1,881百万円の支出となり、前事業年度に比べ1,758百万円の支出の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより108百万円の支出となり、前事業年

度に比べ36百万円の支出の増加となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率 （％） 66.5 67.7 68.0 69.3 69.0

時価ベースの自己資本比率 （％） 34.3 28.4 26.7 25.1 25.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （％） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 1,424.9 584.7 941.3 1,881.5 2,817.2

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）算出に利用した数字のベース 

１ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

２ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。ま

た、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３ 有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率については、記載を省略しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、業績の向上と経営基盤の強化は勿論、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つと位置づけてお

ります。 

当社の利益配分に関する基本方針は、各事業年度の業績、財務体質の強化、今後の事業戦略等を考慮して、安定かつ

継続的に年２回配当を行うことを基本方針としております。また、内部留保金につきましては、成長性、収益性の高い

事業分野への投資と共に、既存事業の効率化、活性化のための投資及び人材育成のための教育投資として活用して参り

ます。自己株式の取得につきましても、株主の皆様に対する有効な利益還元の一つと考えており、株価の動向や財務状

況等を考慮しながら適切に対応してまいります。 

このような基本方針に基づき、当事業年度末の剰余金の配当につきましては、１株当たり４円とし、中間配当４円と

あわせまして年間８円とさせていただくことを平成23年５月12日の取締役会にて決議いたしました。 

また、翌事業年度の剰余金の配当は、業績予想を勘案して年間１株当たり８円を予定しております。 

株式会社カイゲン　（８０００）平成23年３月期　決算短信（非連結）

－3－



 

２ 経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

当社は、創業以来８０年余の歴史を持つかぜ薬「改源」をはじめ、多くの医薬品を薬局、薬店を通じて販売し、長年

に亘り広く消費者に愛用されております。また、医療用医薬品の分野でも早期ガンの発見に大きな役割を果たす消化管

Ｘ線造影剤等を医療機関に供給し、高い評価を頂いております。その他、医療現場で重要性を増す医療機器の開発や、

病気にならないための健康体を目指す特定保健用食品の販売を通じ、存在価値のある企業を目指します。 

また、堺化学グループの一員として「グループの総合力を 大限に高め、社会のニーズにタイムリーに応える事業活

動を展開する。以て盤石な経営基盤を構築し、社会的貢献を希求する。」ことを実現するため幅広い事業活動を行って

おります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社は、経営環境の変化に対し、柔軟に対応できる競争力を強化するとともに、継続的な利益体質の構築を目指し、

売上高及び株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上を経営指標として取り組んでまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

医療費抑制策の継続、欧米製薬企業による攻勢激化並びに後発医薬品の市場拡大など企業間競争の激化などにより、

経営環境はますます厳しさを増すことが予想されます。 

このような状況下、堺化学グループの一翼として「戦略分野」をさらに充実し、医療用医薬品分野、一般用医薬品分

野、医療機器分野、ヘルスケア関連分野を戦略分野と定め、限りある経営資源を選択的・効率的に集中投資する戦略を

推進し、以下のような取り組みを行います。 

① 医療用医薬品は、薬価引き下げにより厳しい市場環境となっておりますが、当社の得意とする消化器系関連分野

の商品開発に経営資源を投入し、競争力を高める商品開発に努めます。 

② 一般用医薬品は、かぜ薬「改源」や「改源かぜカプセル」を中心に顧客一人一人と強く結びつく積極的な店頭販

売キャンペーンを実施し、「改源」ブランドの浸透を図り、売上アップに繋げてまいります。 

③ 医療機器は、より生産効率を向上させる体制を整備し、電解酸性水を利用した独自商品の開発を育成いたします。 

④ 健康食品は、当社の特許商品であります機能性食品素材「ソルギン」を含んだ特定保健用食品を中心に新規販売

ルートの開拓育成に注力してまいります。また、新しい機能性食品素材の研究開発を進めます。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

今後の見通しにつきましては、東日本大震災の影響が国内経済へ広く波及していき、経済の長期的な停滞が予測され

ます。さらには国内外の需要減退やデフレなど景気下押しのリスクもあり、当面は景気回復の見通しが立たないものと

思われます。 

当社におきましては、医療費抑制政策により厳しい経営環境となっており、利益体質の確立及び収益基盤の強化を図

ることを重要な経営課題と捉え、環境に左右されない強固な企業体質を構築し、持続的な成長による企業価値の増大を

図るため、以下の施策に取り組んでまいります。 

① 存在価値の高い会社を目指して､「売上拡大」と｢収益向上｣の両面作戦を展開する。 

② 必要な経営資源を『戦略分野』に効率的・選択的に集中投資する。 

③ 投資効率を高めて体質強化を実現し、盤石な経営基盤を構築する。 

④ 環境と調和した事業を推進し、社会に貢献する会社を構築する。 

⑤ 顧客・株主・社員の期待に応える誇りの持てる会社づくりを推進する。 

以上に基づく具体的諸施策を講じ、株主・顧客の満足度の向上に努力してゆく所存であります。 

 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,045,125 4,168,022

受取手形 726,478 736,229

売掛金 3,359,902 3,321,426

商品及び製品 504,949 592,754

原材料及び貯蔵品 122,506 73,147

前払費用 10,047 13,901

繰延税金資産 94,300 102,237

その他 642 592

貸倒引当金 △10,000 △9,000

流動資産合計 8,853,952 8,999,312

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,777,627 1,719,065

減価償却累計額 △1,216,840 △1,197,797

建物（純額） 560,786 521,267

構築物 29,350 24,443

減価償却累計額 △25,553 △21,336

構築物（純額） 3,796 3,107

車両運搬具 2,781 2,781

減価償却累計額 △2,725 △2,753

車両運搬具（純額） 55 27

工具、器具及び備品 452,451 477,901

減価償却累計額 △378,404 △399,014

工具、器具及び備品（純額） 74,047 78,887

土地 1,785,941 1,785,941

有形固定資産合計 2,424,627 2,389,231

無形固定資産   

ソフトウエア 20,023 59,662

無形固定資産合計 20,023 59,662

投資その他の資産   

投資有価証券 163,293 120,017

関係会社株式 132,250 132,250

破産更生債権等 9,049 8,214

長期前払費用 2,164 1,496

繰延税金資産 210,189 221,430

差入保証金 26,450 26,450

その他 30,405 23,349

貸倒引当金 △9,049 △8,214

投資その他の資産合計 564,752 524,993

固定資産合計 3,009,404 2,973,887

資産合計 11,863,356 11,973,200
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,079,360 2,128,136

未払金 27,300 27,154

未払消費税等 8,985 18,557

未払費用 562,932 529,714

未払法人税等 40,660 102,140

預り金 10,076 12,837

前受収益 357 357

賞与引当金 169,000 165,000

役員賞与引当金 16,000 3,800

返品調整引当金 10,000 9,000

売上値引引当金 24,939 28,912

流動負債合計 2,949,612 3,025,610

固定負債   

退職給付引当金 617,032 611,512

役員退職慰労引当金 35,160 25,905

長期預り保証金 45,852 45,852

固定負債合計 698,044 683,269

負債合計 3,647,656 3,708,880

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,364,609 2,364,609

資本剰余金   

資本準備金 2,113,414 2,113,414

資本剰余金合計 2,113,414 2,113,414

利益剰余金   

利益準備金 167,000 167,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 69,574 69,574

別途積立金 3,035,000 3,035,000

繰越利益剰余金 486,638 561,718

利益剰余金合計 3,758,212 3,833,292

自己株式 △63,441 △64,447

株主資本合計 8,172,795 8,246,869

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,904 17,450

評価・換算差額等合計 42,904 17,450

純資産合計 8,215,699 8,264,320

負債純資産合計 11,863,356 11,973,200
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

商品売上高 9,215,908 9,050,173

製品売上高 1,002,721 763,062

売上高合計 10,218,630 9,813,235

売上原価   

商品期首たな卸高 461,746 491,985

製品期首たな卸高 26,874 12,964

当期商品仕入高 5,764,829 5,604,527

当期製品製造原価 605,567 535,235

合計 6,859,017 6,644,712

他勘定振替高 205,391 224,789

商品期末たな卸高 491,985 553,519

製品期末たな卸高 12,964 39,234

商品及び製品売上原価 6,148,676 5,827,169

売上総利益 4,069,954 3,986,065

返品調整引当金戻入額 5,000 1,000

差引売上総利益 4,074,954 3,987,065

販売費及び一般管理費   

販売促進費 541,360 515,157

運賃諸掛 245,467 228,810

広告宣伝費 296,254 271,859

貸倒引当金繰入額 5,801 4,193

給料及び手当 911,283 930,544

役員賞与引当金繰入額 16,000 3,500

賞与 180,964 171,523

賞与引当金繰入額 162,578 159,225

役員退職慰労引当金繰入額 11,230 12,885

退職給付費用 － 105,340

退職給付引当金繰入額 44,002 －

福利厚生費 225,344 188,045

旅費及び交通費 178,006 184,066

減価償却費 49,710 77,816

その他 866,339 791,690

販売費及び一般管理費合計 3,734,343 3,644,658

営業利益 340,610 342,407

営業外収益   

受取利息 9,692 4,891

受取配当金 30,911 31,330

受取賃貸料 9,535 9,992

雑収入 5,580 14,834

営業外収益合計 55,720 61,048
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 194 125

寄付金 5,498 5,689

固定資産除却損 － 967

雑損失 729 2,485

営業外費用合計 6,422 9,267

経常利益 389,909 394,188

特別損失   

災害による損失 － 30,242

特別損失合計 － 30,242

税引前当期純利益 389,909 363,945

法人税、住民税及び事業税 130,100 183,000

法人税等調整額 35,418 △1,490

法人税等合計 165,518 181,509

当期純利益 224,390 182,435
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,364,609 2,364,609

当期末残高 2,364,609 2,364,609

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,113,414 2,113,414

当期末残高 2,113,414 2,113,414

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 167,000 167,000

当期末残高 167,000 167,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 69,574 69,574

当期末残高 69,574 69,574

別途積立金   

前期末残高 3,035,000 3,035,000

当期末残高 3,035,000 3,035,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 334,315 486,638

当期変動額   

剰余金の配当 △72,067 △107,355

当期純利益 224,390 182,435

当期変動額合計 152,323 75,079

当期末残高 486,638 561,718

利益剰余金合計   

前期末残高 3,605,889 3,758,212

当期変動額   

剰余金の配当 △72,067 △107,355

当期純利益 224,390 182,435

当期変動額合計 152,323 75,079

当期末残高 3,758,212 3,833,292

自己株式   

前期末残高 △42,199 △63,441

当期変動額   

自己株式の取得 △21,241 △1,006

当期変動額合計 △21,241 △1,006

当期末残高 △63,441 △64,447
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 8,041,713 8,172,795

当期変動額   

剰余金の配当 △72,067 △107,355

当期純利益 224,390 182,435

自己株式の取得 △21,241 △1,006

当期変動額合計 131,082 74,073

当期末残高 8,172,795 8,246,869

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 38,613 42,904

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,290 △25,453

当期変動額合計 4,290 △25,453

当期末残高 42,904 17,450

純資産合計   

前期末残高 8,080,327 8,215,699

当期変動額   

剰余金の配当 △72,067 △107,355

当期純利益 224,390 182,435

自己株式の取得 △21,241 △1,006

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,290 △25,453

当期変動額合計 135,372 48,620

当期末残高 8,215,699 8,264,320

株式会社カイゲン　（８０００）平成23年３月期　決算短信（非連結）

－10－



（４）キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 389,909 363,945

減価償却費 63,444 124,395

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,883 △5,519

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,170 △9,255

その他の引当金の増減額（△は減少） △19,394 △15,061

受取利息及び受取配当金 △40,604 △36,221

支払利息 194 125

有形固定資産売却損益（△は益） △10 －

有形固定資産除却損 66 14,348

売上債権の増減額（△は増加） 236,060 29,558

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,533 △57,805

仕入債務の増減額（△は減少） △15,485 48,776

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,475 9,571

その他 △222 △32,219

小計 548,894 434,638

利息及び配当金の受取額 40,658 36,183

利息の支払額 △194 △125

法人税等の支払額 △224,320 △118,024

営業活動によるキャッシュ・フロー 365,037 352,672

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △2,260,000

定期預金の払戻による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △100,659 △75,023

有形固定資産の売却による収入 10 －

無形固定資産の取得による支出 △21,824 △48,239

投資有価証券の取得による支出 △659 △670

投資有価証券の売却による収入 － 333

貸付けによる支出 △1,400,000 △700,000

貸付金の回収による収入 1,400,000 700,000

その他 73 2,533

投資活動によるキャッシュ・フロー △123,059 △1,881,066

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △711 △1,419

配当金の支払額 △71,682 △107,289

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,394 △108,708

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 169,584 △1,637,103

現金及び現金同等物の期首残高 3,375,541 3,545,125

現金及び現金同等物の期末残高 3,545,125 1,908,022

株式会社カイゲン　（８０００）平成23年３月期　決算短信（非連結）

－11－



(5) 継続企業の前提に関する注記 
    該当事項はありません。 

 

(6) 重要な会計方針の変更 

前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日） 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

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 

当事業年度より、「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 

当事業年度より、「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当期純利益

に与える影響は軽微であります。 

 

(7) 表示方法の変更 

前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日） 

―――――― （損益計算書関係） 

１ 前事業年度において販売費及び一般管理費に計上してお

りました「退職給付引当金繰入額」は、他社との比較の

容易性及び明瞭性表示の観点から当事業年度より「退職

給付費用」に名称変更をしております。 

 

２ 前事業年度において営業外費用「雑損失」に含めて表示

しておりました「固定資産除却損」（前事業年度66千

円）は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、

当事業年度においては区分掲記することといたしまし

た。 

 

(8) 財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報） 

当社が販売する商品は、医薬品、医薬部外品及び健康食品など、医薬関連商品のみの単一セグメントであることから、

記載を省略しております。 
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（持分法損益等） 

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

関連会社に対する投資の金額 122,250千円 関連会社に対する投資の金額 122,250千円

持分法を適用した場合の投資の金額 2,490,689千円 持分法を適用した場合の投資の金額 2,570,065千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 145,798千円 持分法を適用した場合の投資利益の金額 107,546千円

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成21年４月１日  

  至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日  

  至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 918.30円

１株当たり当期純利益金額 24.94円 

１株当たり純資産額 924.01円

１株当たり当期純利益金額 20.39円 
（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２ 算定上の基礎は、以下の通りであります。 

   （１）１株当たり純資産額 

 前事業年度 

（平成22年３月31日） 

当事業年度 

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額 8,215,699千円 8,264,320千円

普通株式に係る純資産の額 8,215,699千円 8,264,320千円

普通株式の発行済株式数 9,099,303株 9,099,303株

普通株式の自己株式数 152,639株 155,333株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 8,946,664株 8,943,970株

   （２）１株当たり当期純利益金額 

 前事業年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日）

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日）

当期純利益 224,390千円 182,435千円

普通株式に係る当期純利益 224,390千円 182,435千円

普通株式の期中平均株式数 8,998,503株 8,945,427株
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４ その他 
（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

(単位：千円） 

事業部門 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当事業年度 

（自 平成22年４月１日 
   至 平成23年３月31日）

増 減 
（△は減少） 

医療用医薬品部門 

 医療機器 918,649 745,187 △173,462

（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） 

事業部門 

前事業年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日）

当事業年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）

増 減 
（△は減少） 

医療用医薬品部門 

 医薬品 

  消化器に作用する薬剤 1,347,620 1,302,564 △45,056

  診断用薬 2,222,308 2,111,953 △110,355

 小計 3,569,929 3,414,517 △155,411

 医療機器 247,930 403,254 155,323

 その他 210,076 217,331 7,255

 計 4,027,936 4,035,103 7,167

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 
933,068 885,037 △48,030

  消化器に作用する薬剤 89,711 85,481 △4,230

  保健栄養強壮剤 22,931 24,643 1,711

  その他 94,355 57,888 △36,466

 小計 1,140,068 1,053,051 △87,016

 医薬部外品 1,123 842 △280

 その他 139,908 120,367 △19,540

 計 1,281,099 1,174,262 △106,837

健康食品部門 455,792 395,161 △60,631

合計 5,764,829 5,604,527 △160,301

（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。 

 前事業年度 当事業年度 

 3,909,798千円 3,757,155千円
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③ 販売実績 

（単位：千円） 

事業部門 

前事業年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日）

当事業年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）

増 減 
（△は減少） 

医療用医薬品部門 

 医薬品 

  消化器に作用する薬剤 2,323,920 2,246,101 △77,818

  診断用薬 3,458,306 3,280,778 △177,528

 小計 5,782,227 5,526,880 △255,346

 医療機器 1,358,450 1,344,855 △13,594

 その他 256,432 245,029 △11,403

 計 7,397,109 7,116,765 △280,344

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 
1,699,823 1,706,939 7,116

  消化器に作用する薬剤 118,652 111,256 △7,396

  保健栄養強壮剤 34,185 29,381 △4,804

  その他 125,486 90,045 △35,441

 小計 1,978,148 1,937,622 △40,526

 医薬部外品 1,793 1,390 △402

 その他 173,431 170,818 △2,612

 計 2,153,373 2,109,832 △43,541

健康食品部門 668,146 586,637 △81,508

合計 10,218,630 9,813,235 △405,395

（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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（２）役員の異動（平成23年６月28日予定） 

 
① 取締役の異動 

 

 Ａ 退任予定取締役 

 

               わ し お あ き お 

   取締役         鷲 尾 彰 雄 （現 取締役医療機器部長兼食品営業部長） 

 

 Ｂ 役職の異動 

 

   取締役         なかざと ひろあき 

   ＯＴＣ営業本部長    中 里 洋 明 （現 取締役ＯＴＣ営業本部長） 

   兼食品営業部長 

 

   取締役         なかぎり の ぶ お 

   マーケティング部長   中 桐 信 夫 （現 取締役マーケティング部長） 

   兼医療機器部長 

 

 

② 監査役の異動 

 

 Ａ 新任監査役候補 

 

               お ご う よ し お 

   監査役         小 河 義 夫 （現 公認会計士 小河義夫事務所所長） 

 

   なお、小河義夫氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

 

 Ｂ 退任予定監査役 

 

               たにぐち たかひこ 

   監査役         谷 口 隆 彦 

 

 

 

以上 
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