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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 7,675 △2.6 399 △16.3 434 △17.5 196 △29.0

23年3月期第3四半期 7,882 △3.9 477 1.1 527 2.3 277 △0.8

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

24年3月期第3四半期 22.02 ―

23年3月期第3四半期 30.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 12,419 8,392 67.6
23年3月期 11,973 8,264 69.0

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,392百万円 23年3月期  8,264百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ― 4.00 ―

24年3月期（予想） 4.00 8.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 9,700 △1.2 300 △12.4 330 △16.3 170 △6.8 19.01



(1) 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、添付資料P.3「２．サマリー情報（その他）に関する事項」を御覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 9,099,303 株 23年3月期 9,099,303 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 155,533 株 23年3月期 155,333 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,943,882 株 23年3月期3Q 8,945,824 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想の御利用にあたっての注意事項等については、添付
資料P.2「業績予想に関する定性的情報」を御覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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、東日本大震災の影響に加え、米国の景気回復の遅れや欧

州の通貨危機等により、今後の見通しの厳しい状況が続いております。 

このような状況のなか、当社は安定した経営基盤の確立とブランド認知度の向上、新商品開発に注力

し、市場開拓に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期累計期間における売上高は7,675百万円（前年同四半期比2.6％減）、営業利益

は399百万円（前年同四半期比16.3％減）、経常利益は434百万円（前年同四半期比17.5％減）、四半期純

利益は196百万円（前年同四半期比29.0％減）となりました。 

 

事業別の業績は次の通りであります。 

①医療用医薬品事業 

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」が後発品推進施策や震

災の影響により大幅に減少しましたが、後発品の消化性潰瘍・逆流性食道炎治療薬「ランソプラゾー

ルＯＤ錠」、高血圧症治療薬「アムロジピン錠」においては新規取引先の開拓により伸長しました。 

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や注腸検査数

の減少に震災の影響も加わったために減少しました。 

医療機器は、内視鏡洗浄消毒器「クリーントップＷＭ－ＳⅡ」の売上が順調に推移し、付帯する機

器定期点検契約数も増加しました。さらには機器関連消耗品の販売促進等も進んだこともあり伸長し

ました。 

この結果、売上高は5,741百万円（前年同四半期比1.0％減）となりました。 

②ヘルスケア事業 

一般用医薬品は、営業方針である重点量販企業との取り組み強化を図り、各企業とのタイアップ企

画を推進してきましたが、ＯＴＣ市場全体の消費低迷が続くなか、当社商品群も企業限定販売品を含

め対前年比を下回りました。主力商品の「改源」は未開拓地区への新規開拓により前年並みの数字を

確保しましたが、総合感冒薬群全体としては減少しました。 

健康食品は、震災の影響による全国的な消費の冷え込みが続いており、売上は大幅に減少しまし

た。また、新商品及び新規ＯＥＭ商品につきましては、震災の影響を受け上市が予定より大幅に遅れ

たことにより、当初の売上目標に達せず減少分をカバーするには至りませんでした。 

この結果、売上高は1,933百万円（前年同四半期比7.3％減）となりました。 

 

平成23年７月１日より指揮系統を統一することで商品及び人材の共有化、ブランド力の再構築を図

るために、従来の「一般用医薬品部門」と「健康食品部門」を統合し「ヘルスケア事業」に組織変更

をしております。 

 

 

(2)  財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末における総資産は12,419百万円（前事業年度末11,973百万円）となり、前事業

年度末に比べ446百万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4,026百万円（前事業年度末3,708百万円）となり、前事業年度末に比べ318百万円の増加と

なりました。主な要因は、買掛金の増加及び退職一時金制度の一部について確定拠出型年金制度へ移行し

たことによる退職給付引当金の減少によるものであります。 

純資産については、8,392百万円（前事業年度末8,264百万円）となり、前事業年度末に比べ128百万円の

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23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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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①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。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,168,022 3,932,771

受取手形及び売掛金 4,057,656 4,792,986

商品及び製品 592,754 538,423

原材料及び貯蔵品 73,147 64,481

その他 116,731 126,302

貸倒引当金 △9,000 △10,000

流動資産合計 8,999,312 9,444,965

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,785,941 1,788,141

その他（純額） 603,290 607,030

有形固定資産合計 2,389,231 2,395,172

無形固定資産 59,662 50,724

投資その他の資産   

その他 533,208 532,663

貸倒引当金 △8,214 △4,136

投資その他の資産合計 524,993 528,527

固定資産合計 2,973,887 2,974,424

資産合計 11,973,200 12,419,389

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,128,136 2,564,761

未払法人税等 102,140 157,101

賞与引当金 165,000 84,500

その他の引当金 41,712 56,982

その他 588,620 600,691

流動負債合計 3,025,610 3,464,036

固定負債   

退職給付引当金 611,512 488,100

その他の引当金 25,905 27,967

その他 45,852 46,846

固定負債合計 683,269 562,914

負債合計 3,708,880 4,026,951
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12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 3,833,292 3,958,690

自己株式 △64,447 △64,518

株主資本合計 8,246,869 8,372,195

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,450 20,242

評価・換算差額等合計 17,450 20,242

純資産合計 8,264,320 8,392,438

負債純資産合計 11,973,200 12,419,389
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 7,882,901 7,675,883

売上原価 4,689,847 4,503,545

売上総利益 3,193,054 3,172,337

返品調整引当金繰入額 1,000 2,400

差引売上総利益 3,192,054 3,169,937

販売費及び一般管理費 2,714,151 2,770,052

営業利益 477,903 399,884

営業外収益   

受取利息 4,571 1,615

受取配当金 31,330 31,393

その他 20,442 14,056

営業外収益合計 56,343 47,064

営業外費用   

支払利息 96 94

寄付金 4,194 10,524

その他 2,705 1,381

営業外費用合計 6,995 12,000

経常利益 527,251 434,948

税引前四半期純利益 527,251 434,948

法人税等 250,000 238,000

四半期純利益 277,251 196,948
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

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 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1) 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22年４月１日 

至 平成22年12月31日）

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日）

増 減 
事業部門 

金 額 金 額 金 額 増減率 

  ％

医療用医薬品事業  

 医療機器 624,821 122,921 △501,899 △80.3

（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22年４月１日 

至 平成22年12月31日）

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日）

増 減 
事業部門 

金 額 金 額 金 額 増減率 

  ％

医療用医薬品事業  

 医薬品  

  消化器に作用する薬剤 993,640 939,629 △54,010 △5.4

  診断用薬 1,822,939 1,749,516 △73,422 △4.0

  計 2,816,579 2,689,146 △127,433 △4.5

 医療機器 244,115 493,373 249,257 102.1

 その他 162,688 159,159 △3,529 △2.2

 合計 3,223,384 3,341,679 118,295 3.7

ヘルスケア事業  

 一般用医薬品  

  医薬品  

   神経系、呼吸器系及び循

環器系に作用する薬剤 
678,371 616,965 △61,406 △9.1

   消化器に作用する薬剤 69,546 77,227 7,680 11.0

   保健栄養強壮剤 20,362 24,445 4,083 20.1

   その他 20,207 20,637 429 2.1

   小計 788,488 739,275 △49,213 △6.2

  医薬部外品 561 280 △280 △50.0

  その他 88,584 105,251 16,667 18.8

  計 877,634 844,807 △32,826 △3.7

 健康食品 337,746 269,617 △68,129 △20.2

 合計 1,215,381 1,114,425 △100,955 △8.3

総合計 4,438,765 4,456,104 17,339 0.4

（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 商品仕入総合計額のうち、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  

 3,109,489千円 2,943,775千円  
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４ 平成23年７月１日より指揮系統を統一することで商品及び人材の共有化、ブランド力の再構築を図るた

めに、従来の「一般用医薬品部門」と「健康食品部門」を統合し「ヘルスケア事業」に組織変更をして

おります。 

 

③ 販売実績 
（単位：千円） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日）

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日）

増 減 
事業部門 

金 額 金 額 金 額 増減率 

  ％

医療用医薬品事業  

 医薬品  

  消化器に作用する薬剤 1,767,972 1,668,524 △99,447 △5.6

  診断用薬 2,838,376 2,777,237 △61,139 △2.2

  計 4,606,349 4,445,761 △160,587 △3.5

 医療機器 996,206 1,103,202 106,995 10.7

 その他 194,968 192,955 △2,013 △1.0

 合計 5,797,524 5,741,919 △55,605 △1.0

ヘルスケア事業  

 一般用医薬品  

  医薬品  

   神経系、呼吸器系及び循

環器系に作用する薬剤 
1,322,749 1,256,588 △66,161 △5.0

   消化器に作用する薬剤 88,586 93,374 4,787 5.4

   保健栄養強壮剤 23,978 26,245 2,267 9.5

   その他 51,863 41,095 △10,767 △20.8

   小計 1,487,177 1,417,303 △69,874 △4.7

  医薬部外品 1,114 902 △212 △19.0

  その他 130,070 142,636 12,566 9.7

  計 1,618,363 1,560,842 △57,520 △3.6

 健康食品 467,013 373,120 △93,893 △20.1

 合計 2,085,376 1,933,963 △151,413 △7.3

総合計 7,882,901 7,675,883 △207,018 △2.6

（注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成23年７月１日より指揮系統を統一することで商品及び人材の共有化、ブランド力の再構築を図るた

めに、従来の「一般用医薬品部門」と「健康食品部門」を統合し「ヘルスケア事業」に組織変更をして

おります。 

株式会社カイゲン　（８０００）平成24年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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