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１． 18 年６月期の連結業績（平成 17 年７月１日～平成 18 年６月 30 日） 
(1)連結経営成績              （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

18年６月期 46,176   16.2 428  △31.9 436  △30.7 
17年６月期 39,740   4.7 629   13.1 630   14.7 

 
 

当期純利益 
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 

経 常 利 益 率 

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

18年６月期 196  △44.4 34.35 - 7.8 2.4 0.9 
17年６月期 354   40.7 60.24 - 14.2 3.9 1.6 

(注) ①持分法投資損益    18年６月期   △619千円  17年６月期    183千円 
     ②期中平均株式数(連結) 18年６月期  5,730,691株  17年６月期  5,880,523株 
     ③会計処理の方法の変更   無 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 

 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 
18年６月期 17,825 2,457 13.8 433.92 
17年６月期 17,868 2,594 14.5 444.40 

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年６月期  5,663,820株   17年６月期  5,837,400株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

18年６月期 665 △210 △370 2,086 

17年６月期 △403 △1,206 1,066 2,003 

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数    ５社 持分法適用非連結子会社数   ０社 持分法適用関連会社数  １社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   １社 (除外)   １社    持分法 (新規)   ０社 (除外)   ０社 
  (注) (除外)の１社は連結子会社同士の合併による減少です。 
 
２．19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 26,120 221 99 

通    期 53,255 550 233 
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  41円21銭 

  
上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の連結資料４を参照してください。 
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１. 企業集団の状況 

当社グループは、以下の８社からなります。 

なお、次の事業区分は事業の種類別セグメントの区分と同一であります。 

○ ㈱カワニシホールディングス（当社） 

グループ全体を管理・統括する持株会社 

○ 医療器材事業・・・医療器材販売 

※ ㈱カワニシ ※ 日光医科器械㈱ ※ ㈱メドテクニカ 

○ SPD事業・・・物品・情報管理及び購買管理業務 

※ ㈱ホスネット・ジャパン ※ ㈱ホスネット・ピーエーサービス 

○ その他事業 

※ ㈱ライフケア・・・在宅介護用ベッド・用品の販売・レンタル 

※ 京都医療技術開発㈱・・・医療分野高度先端技術情報の収集、医療器材開発の企画提案 

 

当社グループ内の取引関係及び顧客との取引関係は以下の図のとおりであります。 
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(注)1. → 取引関係  2.   顧客取引関係 

 商品の販売 

顧 
 

客 

㈱カワニシ（連結子会社） 

日光医科器械㈱（連結子会社） 

㈱メドテクニカ（連結子会社） 

㈱ホスネット・ジャパン 

(連結子会社) 

㈱ホスネット・ピーエーサービス 

(関連会社) 

㈱ライフケア（連結子会社） 

京都医療技術開発㈱ 

(持分法適用関連会社) 

経
営
指
導 

医療器材の販売 

物品・情報管理 

及び購買管理 

福祉機器の 

販売・レンタル等 

企画提案 
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2. SPD事業：Supply Processing and Distributionの略。物品・情報管理及び購買管理業務のこと。 



ファイル名:57末-連結短信 更新日時:8/15/2006 5:01:00 PM 印刷日時:06/08/16 9:07 

―連結資料  ― 2 

２．経営方針 

（1）経営の基本方針 

当社グループが も重視しているのは、成長力です。そのために医療器材市場並びに研究・開発

分野での競争力強化及びお客様への提案力・サポート能力向上に注力しております。 

また、成長を加速するために、中国・四国地域以外の企業や、当社グループが保有していない技

術・サービスを有する企業との連携・提携を進めております。 

 

（2）目標とする経営指標 

毎期、連結売上高の二桁成長を図る。その蓄積により、平成22年６月期に連結売上高800億円（平

成18年6月期実績の約1.7倍）を目標としております。 

 

（3）中長期的な経営戦略 

これまで、循環器専門ディーラーの㈱メドテクニカ、㈲井上医科器械、整形専門ディーラーの日

光医科器械㈱、ネオス医科㈱をグループに加え、営業地域も関西、名古屋と広げてまいりました。 

また、新たなライフサイエンス領域への展開のために、本年７月には、体外診断薬、試薬、医療

機器を取り扱う高塚薬品㈱(岡山県岡山市)をグループに加えました。 

今後も積極的にアライアンスを進め、高い専門性を有する企業とのアライアンスと自力での地域

展開を両輪として、営業基盤の拡大・強化を行ってまいります。 

中期経営計画の達成見込みは以下のとおりです。 

 中期経営計画目標数値 

（平成19年6月期） 

業績見通し 

（平成19年6月期） 

売上高 490億円 532億円 

 

（4）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、安定的な配当の維持継続を基本方針の第一としております。 

また、上記経営の基本方針に基づき成長・発展に有効な投資を機動的に行うため、内部留保に努

めることを第二の基本方針としております。 

 

（5）対処すべき課題 

グループ各社に対して、技術・資金・人材・インフラ等をサポートし、医療の｢質の向上｣、｢安全

性｣、｢効率化｣に寄与する企業として、お客様に貢献してまいります。 

また、コンプライアンスの徹底、情報の適時開示を適切に行うとともに、グループ各社の存在価

値を高め、業績の向上を果たしてまいります。 

 

（6）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 



ファイル名:57末-連結短信 更新日時:8/15/2006 5:01:00 PM 印刷日時:06/08/16 9:07 

―連結資料  ― 3 

３．経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度は、大幅な売上拡大を果たしたものの、医療費抑制政策の影響から、厳しい病

院経営を反映した値引き圧力が予想以上に高まり、販売単価が下落しました。購買合理化による

仕入改善に努めましたが、急激な販売単価下落の影響を完全にカバーするには至りませんでした。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、461億76百万円（前連結会計年度比116.2％）、経常利

益４億36百万円（前連結会計年度比69.3％）、当期純利益1億96百万円（前連結会計年度比

55.6％）となりました。 

当連結会計年度に実施した営業所の展開及び組織再編は以下のとおりです。 

平成17年７月    ㈱カワニシ：倉敷サービスセンター（岡山県倉敷市）開設 

平成18年１月    ネオス医科㈱（奈良県橿原市）の全株式を取得 

平成18年２月    東京事務所移転（千代田区丸の内） 

平成18年３月    ㈱カワニシ：高知営業所（高知県高知市）開設 

平成18年４月    日光医科器械㈱（大阪市阿倍野区）：ネオス医科㈱と合併 

          同時に奈良営業所（奈良県橿原市）開設 

平成18年６月    高塚薬品㈱（岡山県岡山市）の全株式譲受契約締結 

（平成18年７月受渡） 

 

事業のセグメント別の概況は次のとおりであります。 

【医療器材事業】 

日光医科器械㈱が平成17年６月、ネオス医科㈱が平成18年１月に連結対象となったことにより、

売上高は大きく増加しました。この２社を除いた既存の医療器材事業におきましても、売上高は

4.4％増加しました。これは、改築や診療科の新設に伴う大型案件が順調に獲得できたほか、新規

地域（兵庫、大阪、山口、徳島、高知）での成果が着実に現れてきたためです。 

その結果、売上高417億21百万円（前連結会計年度比117.5％）、営業利益４億54百万円（前連

結会計年度比71.6％）となりました。 

 

【ＳＰＤ（物品・情報・購買管理の受託）事業】 

２施設を新規受託しましたが、その導入費用が当初見込みを上回ったため、売上高53億98百万

円（前連結会計年度比103.9％）、営業利益17百万円（前連結会計年度比77.4％）となりました。 

 

【その他（介護用品販売・レンタル）事業】 

在宅ベッドのレンタル件数が順調に伸び、本年４月の介護保険制度の改正によるマイナスの影

響も限定的であったため、売上高４億85百万円（前連結会計年度比107.5％）、営業利益34百万円

（前連結会計年度比100.3％）となりました。 
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②次期の業績見通し 

当社グループは引き続き、より高い専門性を追及し、お客様に高品質のサービスを提供するとと

もに、専門領域に強みを持つ販売業者とのアライアンスを積極的に推進し、広域展開を図ってまい

ります。また、高塚薬品㈱がグループに新たに加わったことにより、カワニシのサイエンスグルー

プと連携して、ライフサイエンス分野の売上高・販売地域をともに拡大してまいります。 

平成19年６月期の見通しは下記のとおりです。 

連結の業績見通し 

(単位：百万円) 
中間期 

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日) 

通期 

(自 平成18年７月１日
至 平成19年６月30日) 

 

金額 増減率 金額 増減率 

売 上 高 26,120 18.1％ 53,255 15.3％ 

経 常 利 益 221 64.1％ 550 25.9％ 

当期（中間）純利益 99 77.4％ 233 18.6％ 

 

(ご参考)単体の業績見通し 

(単位：百万円) 
中間期 

(自 平成18年７月１日
至 平成18年12月31日) 

通期 

(自 平成18年７月１日
至 平成19年６月30日) 

 

金額 増減率 金額 増減率 

売 上 高 737 △8.4％ 1,274 △2.8％ 

経 常 利 益 220 △32.7％ 251 △27.3％ 

当期（中間）純利益 220 △32.0％ 213 △32.1％ 

   業績の予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、こ

れらの見通しには、リスクや不確定な要素が含まれております。実際の業績は、当社グループを取り巻く

経済情報の変化など様々な要因の変化により、見通しと異なる可能性があります。 
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（2）財政状態 

①当連結会計年度末の資産、負債、資本の状況 

当連結会計年度末は、前連結会計年度末と比べ、資産は、流動資産が98百万円減少し、固定資

産が55百万円増加したため、42百万円減少いたしました。主な要因は、流動資産については受取

手形及び売掛金が５億円減少した一方、現金及び預金が85百万円、たな卸資産が２億34百万円そ

れぞれ増加したこと、また、固定資産については有形固定資産及び無形固定資産が減価償却など

によりそれぞれ48百万円、41百万円減少した一方で、投資その他の資産が投資有価証券の取得な

どにより１億45百万増加したことによるものであります。また、負債は、流動負債が４億11百万

円減少し、固定負債が５億５百万円増加したため、93百万円増加いたしました。主な要因は、短

期借入金が６億93百万円減少した一方で、１年以内返済予定長期借入金が２億42百万円、長期借

入金が４億53百万円それぞれ増加したことによるものであります。純資産については、１億36百

万円減少いたしました。主な要因は、当期純利益により１億96百万円増加した一方、配当金によ

り58百万円、自己株式の取得により２億83百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は、0.7ポイント減少いたしました。 

 

②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高

は前連結会計年度末に比べ83百万円増加し、20億86百万円となりました。主な増減要因は以下の

とおりであります。 

営業活動による資金の増加は、６億65百万円（前連結会計年度比10億69百万円増）となりまし

た。 

主な要因は、税金等調整前当期純利益が４億34百万円、減価償却費が１億68百万円であり、売

上債権の減少により６億８百万円増加した一方、たな卸資産の増加により２億13百万、法人税等

の支払により３億21百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

投資活動による資金の減少は、２億10百万円（前連結会計年度比９億96百万円増）となりまし

た。 

主な要因は、カワニシ広島支店の改築などの有形固定資産の取得より77百万円、投資有価証券

の取得により１億３百万円、また新規連結子会社の取得により34百万円それぞれ減少したことに

よるものであります。 

財務活動による資金の減少は、３億70百万円（前連結会計年度比14億37百万円減）となりまし

た。 

主な要因は、長期借入金が６億66百万円増加した一方、短期借入金が６億93百万円、自己株式

の取得により２億86百万円、配当金の支払いにより58百万円それぞれ減少したことによるもので

あります。 
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なお、当連結グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドを示すと次のようになります。 

（単位：千円） 

 平成15年６月期 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 

株主資本比率（％） 17.8 17.0 14.5 13.8 

時価ベースの株主資本比率（％） 50.9 50.4 40.8 56.9 

債務償還年数（年） 2.5 3.0 - 4.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 13.9 22.0 - 15.4 

※株主資本比率：株主資本／総資産 
 時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 
 債務償還年数：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)１．各数値は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 
   ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

    ３．有利子負債は、連結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、営業キャッシュ･フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上さ
れている「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を使用しております。 

    ４．平成17年６月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては営業キャッシュ・

フローがマイナスであったため記載しておりません。 

 

（3）事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事柄には、以下のようなものがあります。当社

グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に

努める所存であります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

 

①法的規制について 

イ．償還価格制度について 

健康保険法第76条第２項の規程に基づき厚生労働大臣が告示する診療報酬点数表の中に特定保

険医療材料及びその材料価格基準が示されております。従来、都道府県購入価格で審査支払機関

（社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会）により保険金が医療機関に支払われて

おりましたが、平成６年より特定保険医療材料の一部に償還価格制が適用され現在までその適用

品目が拡大しております。 

償還価格は、およそ２年ごとに見直しが行われておりますが、 近では、平成18年４月に一部

改定が行われ、実勢販売価格をもとに低下傾向を示しております。 

 

ロ．医療機器販売に係る届出及び許可について 

当社グループは医療用具や医薬品の販売業として薬事法の規制を受けており、所在地都道府県

知事の許可などが必要となります。 

また、医療機器に係る安全対策の抜本的な見直し等を目的とした薬事法改正により、平成17年4

月から高度管理医療機器を取り扱う医療機器販売業者については、従来の届出制から許可制に変

わりました 

当社グループ各社の取扱商品には高度管理医療機器が含まれておりますので、改正薬事法に定

められた要件に準拠して管理者の設置やシステムの整備を進め、高度医療管理機器を取り扱って

いる全ての事業所で各都道府県知事より許可を取得いたしました。 
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当該許可は６年ごとに更新をする必要があります。また医療の安全は国民国家にとって重要な

課題であるため、今後、医療機器に対する新たな法規制や許認可制度が制定される可能性もあり

ます。 

（注）高度管理医療機器 

   多種多様な医療機器につき人体に与えるリスクに対応した安全対策を講ずるため、国際分類を踏まえ、医

療機器が３つの類型（高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器）に分類されることとなりました。

このうち、高度管理医療機器を取り扱う販売業者については、平成17年4月より都道府県知事の許可を得る

ことが必要となりました。なお高度管理医療機器とは、適正な使用目的にしたがって適正に使用したにも

かかわらず、副作用又は機能障害が生じた場合に、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある

医療機器と定義されており、当社グループの取扱商品においては、人工呼吸器、人工関節、ステント、ペ

ースメーカーなどがこれに該当いたします。 

 

ハ．生物由来製品の販売に係る法的規制について 

平成14年7月に改正された薬事法により、平成15年7月30日より生物由来製品の販売業者は、生

物由来製品を販売した際、販売先の住所・氏名その他厚生労働省令で定める事項に関する情報を、

当該生物由来製品の製造承認取得者等に提供することが義務付けられております。そのため、上

記法令に従って、生物由来製品の販売情報の製造承認取得者などに通知しております。 

 

（注）生物由来製品 

   人その他の生物（植物を除く）に由来するものを原料又は材料として製造（小分けも含む）される医薬品、

医療部外品、化粧品又は医療用具のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬

事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを言います。当社グループの取扱商品の中には、生物由

来成分を使用しているものがあるため、当該製品は生物由来製品に指定されております。 

 

②個人情報の管理について 

当社グループでは、個人情報の管理の徹底を図っており、現在まで個人情報の流出による問題は

発生しておりませんが、今後個人情報の流出により問題が発生した場合、当社グループへの損害賠

償請求や信用低下等により、当社グループの経営成績および今後の事業展開に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

③企業再編、企業買収、合併等について 

当社は、平成16年1月に、分社型新設分割により当社の営業の全てを新たに設立した「株式会社カ

ワニシ」に承継させ、商号を「株式会社カワニシホールディングス」へと変更し持株会社制度へ移

行いたしました。 

平成16年3月には神戸地区の市場基盤拡大のため有限会社井上医科器械の出資持分を100%取得し、

平成17年6月に大阪奈良地区を基盤とする日光医科器械株式会社を、平成18年1月には奈良県を基盤

とするネオス医科株式会社の株式をそれぞれ100%取得して、各地域への事業拡大とグループ全体の

シナジー効果の創出をはかっております。さらには、平成18年６月に高塚薬品株式会社の株式を

100％取得する株式譲渡契約書を締結し、メディカルだけではなくライフサイエンス領域への業務拡

大を目指しております。 

当社グループは今後も事業の拡大や統廃合に際して、関係会社の設立や売却、合併・分割・買

収・提携の手法を用いる可能性があります。 
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４ 連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成17年６月30日) 
当連結会計年度 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減金額 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金 ※２  2,091,826   2,177,639  85,812 

２ 受取手形及び売掛金   9,049,747   8,548,913  △500,833 

３ たな卸資産   2,014,095   2,248,597  234,501 

４ 繰延税金資産   187,825   197,366  9,540 

５ その他   120,143   195,274  75,130 

貸倒引当金   △23,057   △25,656  △2,598 

流動資産合計   13,440,580 75.2  13,342,133 74.8 △98,447 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物及び構築物  1,195,230   1,223,753    

減価償却累計額  492,713 702,517  540,723 683,029  △19,487 

(2) 機械装置及び運搬具  37,097   28,141    

減価償却累計額  31,379 5,718  24,493 3,648  △2,069 

(3) 工具器具備品  572,527   586,666    

減価償却累計額  397,332 175,194  438,436 148,230  △26,964 

(4) 土地   1,306,859   1,306,859  - 

有形固定資産合計   2,190,289 12.3  2,141,768 12.0 △48,521 

２ 無形固定資産         

(1) 連結調整勘定   957,642   938,148  △19,494 

(2) その他   205,396   183,519  △21,877 

無形固定資産合計   1,163,039 6.5  1,121,667 6.3 △41,371 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※1,2  174,719   264,125  89,405 

(2) 繰延税金資産   174,598   172,447  △2,150 

(3) その他   744,030   824,904  80,873 

貸倒引当金   △18,734   △41,198  △22,464 

投資その他の資産合計   1,074,614 6.0  1,220,278 6.9 145,663 

固定資産合計   4,427,943 24.8  4,483,713 25.2 55,770 

資産合計   17,868,524 100.0  17,825,847 100.0 △42,677 
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前連結会計年度 

(平成17年６月30日) 
当連結会計年度 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減金額 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金 ※２  11,041,009   11,077,364  36,354 

２ 短期借入金   1,593,000   900,000  △693,000 

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

  474,092   716,292  242,200 

４ 未払法人税等   248,178   227,005  △21,173 

５ その他   532,163   556,187  24,023 

流動負債合計   13,888,444 77.7  13,476,848 75.6 △411,595 

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金   917,111   1,370,819  453,708 

２ 退職給付引当金   176,961   196,412  19,451 

３ 役員退職慰労引当金   291,871   324,101  32,230 

固定負債合計   1,385,944 7.8  1,891,333 10.6 505,389 

負債合計   15,274,388 85.5  15,368,182 86.2 93,793 

         

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※３  607,750 3.4  - - △607,750 

Ⅱ 資本剰余金   343,750 1.9  - - △343,750 

Ⅲ 利益剰余金   2,079,626 11.6  - - △2,079,626 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   21,635 0.1  - - △21,635 

Ⅴ 自己株式 ※４  △458,625 △2.5  - - 458,625 

資本合計   2,594,136 14.5  - - △2,594,136 

負債及び資本合計   17,868,524 100.0  - - △17,868,524 

         

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   - -  607,750 3.4 607,750 

２ 資本剰余金   - -  343,750 1.9 343,750 

３ 利益剰余金   - -  2,218,107 12.5 2,218,107 

４ 自己株式   - -  △742,572 △4.2 △742,572 

株主資本合計   - -  2,427,035 13.6 2,427,035 

Ⅱ 評価・換算差額等         

  その他有価証券評価 
  差額金 

  - -  30,629 0.2 30,629 

純資産合計   - -  2,457,665 13.8 2,457,665 

負債及び純資産合計   - -  17,825,847 100.0 17,825,847 
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② 連結損益計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減金額 
(千円） 

対前期比 
（％） 

Ⅰ 売上高  39,740,709 100.0 46,176,898 100.0 6,436,188 116.2 

Ⅱ 売上原価  35,060,984 88.2 40,890,868 88.6 5,829,884 116.6 

売上総利益  4,679,724 11.8 5,286,029 11.4 606,304 113.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 役員報酬  283,611  332,869  49,257  

２ 給与手当  1,535,637  1,820,899  285,261  

３ 賞与  456,035  540,337  84,302  

４ 退職給付費用  96,155  106,991  10,835  

５ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 38,970  32,230  △6,740  

６ 貸倒引当金繰入額  －  24,063  24,063  

７ その他  1,640,246  2,000,444  360,197  

計  4,050,657 10.2 4,857,834 10.5 807,177 119.9 

営業利益  629,067 1.6 428,194 0.9 △200,873 68.1 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  1,817  2,614  797  

２ 受取配当金  2,758  2,392  △365  

３ 投資有価証券売却益  15,123  -  △15,123  

４ 関係会社業務指導料  3,600  3,600  -  

５ 受取保険金  10,538  35,489  24,950  

６ 持分法による投資利益  183  -  △183  

７ その他  5,738  11,599  5,860  

計  39,760 0.1 55,696 0.1 15,936 140.1 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  29,842  41,415  11,573  

２ 持分法による投資損失  -  619  619  

３ その他  8,394  5,160  △3,234  

計  38,236 0.1 47,195 0.1 8,958 123.4 

経常利益  630,590 1.6 436,695 0.9 △193,895 69.3 

Ⅵ 特別利益        

１ 貸倒引当金戻入益  997  -  △997  

２ 有形固定資産売却益 ※１ 2,089  -  △2,089  

計  3,086 0.0 - - △3,086 - 

Ⅶ 特別損失        

１ 有形固定資産除却損 ※２ 6,249  2,200  △4,049  

２ 企業再編費用  21,126  -  △21,126  

計  27,376 0.1 2,200 0.0 △25,175 8.0 

税金等調整前当期純利益  606,301 1.5 434,494 0.9 △171,807 71.7 

法人税、住民税 
及び事業税 

 272,019 0.7 251,117 0.5 △20,902 92.3 

法人税等調整額  △19,946 △0.1 △13,478 △0.0 6,467 67.6 

当期純利益  354,228 0.9 196,855 0.4 △157,372 55.6 

        
  



ファイル名:57末-連結短信 更新日時:8/15/2006 5:01:00 PM 印刷日時:06/08/16 9:07 

―連結資料  ― 11 

③ 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   343,750 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   343,750 

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,784,481 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

   当期純利益  354,228 354,228 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

   配当金  59,083 59,083 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   2,079,626 

    

 
 

 

④ 連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 

株主資本 
評価・ 

換算差額等 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

その他 
有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成17年６月30日残高(千円) 607,750 343,750 2,079,626 △458,625 2,572,501 21,635 2,594,136 

連結会計年度中の変動額        

 剰余金の配当(千円) - - △58,374 - △58,374 - △58,374 

 当期純利益(千円) - - 196,855 - 196,855 - 196,855 

 自己株式の取得(千円) - - - △283,947 △283,947 - △283,947 

株主資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額（純額）(千円) 
- - - - - 8,994 8,994 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

- - 138,481 △283,947 △145,465 8,994 △136,471 

平成18年６月30日残高(千円) 607,750 343,750 2,218,107 △742,572 2,427,035 30,629 2,457,665 
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⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税金等調整前当期純利益  606,301 434,494 

 ２ 減価償却費  152,825 168,075 

 ３ 連結調整勘定償却額  8,755 56,438 

 ４ 貸倒引当金の増加(△減少)額  △997 24,063 

 ５ 退職給付引当金の増加(△減少)額  △3,350 13,204 

 ６ 役員退職慰労引当金の増加(△減少)額  12,583 32,230 

 ７ 受取利息及び受取配当金  △4,575 △5,007 

 ８ 支払利息  29,842 41,415 

 ９ 投資有価証券売却益  △15,123 △1 

 10 持分法による投資利益  △183 - 

 11 持分法による投資損失  - 619 

 12 有形固定資産売却益  △2,089 - 

 13 有形固定資産除却損  6,249 2,200 

 14 売上債権の減少(△増加)額  △1,453,623 608,557 

 15 たな卸資産の減少(△増加)額  △472,441 △213,900 

 16 仕入債務の増加(△減少)額  1,020,990 △80,132 

 17 未収入金の減少(△増加)額  46,322 △17,006 

 18 未払費用の増加（△減少）額  - 63,575 

 19 その他  △30,234 △120,672 

小計  △98,750 1,008,155 

 20 利息及び配当金の受取額  4,792 4,651 

 21 利息の支払額  △30,418 △43,277 

 22 法人税等の支払額  △282,805 △321,234 

 23 法人税等の還付額  3,207 17,152 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △403,975 665,448 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 定期預金預入による支出  - △2,157 

 ２ 有形固定資産の取得による支出  △213,952 △77,464 

 ３ 有形固定資産の売却による収入  5,875 2,382 

 ４ 無形固定資産の取得による支出  △98,038 △23,952 

 ５ 投資有価証券の取得による支出  △17,135 △103,929 

 ６ 投資有価証券の売却による収入  41,479 28,905 

 ７ 新規連結子会社取得による純支出  △925,131 △34,639 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,206,903 △210,855 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入れによる収入  28,130,000 38,707,000 

 ２ 短期借入金の返済による支出  △26,842,000 △39,400,000 

 ３ 長期借入れによる収入  400,000 1,300,000 

 ４ 長期借入金の返済による支出  △476,075 △633,134 

 ５ 自己株式の取得による支出  △85,896 △286,657 

 ６ 配当金の支払額  △59,083 △58,146 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,066,945 △370,938 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  - - 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△減少)額  △543,932 83,654 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,547,059 2,003,126 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  2,003,126 2,086,781 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 ① 連結子会社の数及び名称 

   子会社(５社)はすべて連結して

おります。 

   連結子会社は、㈱カワニシ、日

光医科器械㈱、㈱メドテクニカ、

㈱ホスネット・ジャパン及び㈱ラ

イフケアであります。 

   なお、従来、連結子会社であり

ました㈲井上医科器械は、平成17

年１月１日付けをもって㈱カワニ

シと合併しております。 

   また、日光医科器械㈱は平成17

年６月21日付けの株式取得に伴い

子会社となったため、当連結会計

年度より連結の範囲に含めること

としました。なお、みなし取得日

を当連結会計年度末としているた

め、当連結会計年度は貸借対照表

のみを連結しております。 

① 連結子会社の数及び名称 

   子会社(５社)はすべて連結して

おります。 

   連結子会社は、㈱カワニシ、日

光医科器械㈱、㈱メドテクニカ、

㈱ホスネット・ジャパン及び㈱ラ

イフケアであります。 

   また、ネオス医科㈱は平成18年

１月11日付けの株式取得に伴い子

会社となったため、当連結会計年

度より連結の範囲に含めることと

しました。なお、ネオス医科㈱

は、平成18年４月１日を合併期日

として日光医科器械㈱と合併して

おります。 

 ② 非連結子会社名 

   該当事項はありません。 

② 非連結子会社名 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

① 持分法適用の非連結子会社数 

   該当事項はありません。 

① 持分法適用の非連結子会社数 

同左 

 ② 持分法適用の関連会社の数及び名

称 

   持分法適用の関連会社（１社）

は京都医療技術開発㈱であります。 

② 持分法適用の関連会社の数及び名

称 

同左 

 ③ 持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社 

   ㈱ホスネット・ピーエーサービ

ス（関連会社） 

③ 持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社 

同左 

 ④ 非連結子会社及び関連会社につい

て持分法を適用していない理由 

   ㈱ホスネット・ピーエーサービ

スは、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等に及ぼす影響が軽微であ

るため、持分法を適用しておりま

せん。 

④ 非連結子会社及び関連会社につい

て持分法を適用していない理由 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、日光医科器械㈱

の決算日は９月30日であります。な

お、連結財務諸表の作成に当たっては

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく貸借対照表を使用しております。 

また、そのほかの連結子会社の事業年

度の末日は、連結決算日と一致してお

ります。 

 連結子会社の事業年度末日と連結決

算日は一致しております。 

 なお、連結子会社のうち日光医科器

械㈱の決算日は従来９月30日でありま

したが、当連結会計年度において決算

日を６月30日に変更しております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

① 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  ……決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

 

  時価のないもの 

  ……移動平均法に基づく原価法 

 なお、匿名組合出資金に

ついては、組合契約に規定

される決算報告日に応じて

入手可能な 近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によって

おります。 

 

 

① 有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  ……決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定) 

  時価のないもの 

  ……移動平均法に基づく原価法 

 ② たな卸資産 

  商品 

   ……移動平均法に基づく原価法 

② たな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

  定率法 

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては定額法によっております。 

  主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

  建物及び構築物   ８年～50年 

  機械装置及び運搬具 ４年～６年 

  工具器具備品    ４年～10年 

  なお、採用する耐用年数等は前連

結会計年度と同一のため、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。 

① 有形固定資産 

  定率法 

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては定額法によっております。 

  主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

  建物及び構築物   ８年～50年 

  機械装置及び運搬具 ４年～６年 

  工具器具備品    ４年～10年 

 ② 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについ

て、社内における利用可能期間(５

年)による定額法 

② 無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見積額を計上しており

ます。 

① 貸倒引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 

② 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上して

おります。 

  なお、数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法によりそれぞれの

発生の翌連結会計年度から費用処理

しております。 

② 退職給付引当金 

同左 

 

③ 役員退職慰労引当金 

  役員の退任時の退職慰労金の支給

に備えるため、会社内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上して

おります。 

③ 役員退職慰労引当金 

同左 

 (4) 重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

――― ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ 

 ヘッジ対象 借入金利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約

ごとに行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の用件を満たしているので決算日

における有効性の評価を省略してお

ります。 

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理 

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定につきましては、５年

間の均等償却を行っております。ただ

し、連結調整勘定の金額に重要性が乏

しい場合には、発生連結会計年度に一

時償却しております。 

 なお、当連結会計年度において発生

した連結調整勘定(935,186千円)は、

みなし取得日を当連結会計年度末とし

ているため、当連結会計年度において

償却を行っておりません。 

 連結調整勘定につきましては、その

効果の発現する期間を見積もり、５年

間又は20年間で均等償却を行っており

ます。ただし、連結調整勘定の金額に

重要性が乏しい場合には、発生連結会

計年度に一時償却しております。 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 利益処分または損失処理の取扱い方

法 

 連結会計年度中に確定した利益処分

又は損失処理に基づいております。 

――― 

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。 

同左 

 

会計処理の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号）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。 

――― （退職給付に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月16

日）及び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 平

成17年３月16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。 

――― （連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）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。 

 なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,457,665千円であります。 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めておりました「投資有価証券売却益」は営業外収益の

100分の10を超えたため当連結会計年度において区分掲

記することに変更しました。 

 なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含

めておりました「投資有価証券売却益」は、653千円で

あります。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において区分掲記しておりました営業

外収益の「投資有価証券売却益」（当連結会計年度 １

千円）は、営業外収益の100分の10以下となったため、

当連結会計年度より営業外収益の「その他」に含めて表

示することに変更しました。 

――― (連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の

増加（△減少）額」は、前連結会計年度は「その他」

に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため

区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「未払費用の増加（△減少）額」は37,348千円であり

ます。 
 

 

追加情報 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基

準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が14,550千円増加

し、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益が、

14,550千円減少しております。 

――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年６月30日) 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 5,147千円
 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 4,527千円
 

※２ 担保に供している資産及び対応債務 

イ 担保提供資産 

 現金及び預金 78,700千円

 投資有価証券 38,400千円

 計 117,100千円

ロ 対応債務 

 支払手形及び買掛金 1,077,577千円

 計 1,077,577千円
 

※２ 担保に供している資産及び対応債務 

イ 担保提供資産 

 現金及び預金 78,700千円

 投資有価証券 45,840千円

 計 124,540千円

ロ 対応債務 

 支払手形及び買掛金 1,144,074千円

 計 1,144,074千円
 

※３ 当社の発行済株式の総数 

普通株式 6,250,000株
 

――― 

※４ 保有する自己株式数 

普通株式 412,600株
 

――― 

 

(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産売却益の内訳 

工具器具備品 2,089千円
 

――― 

※２ 有形固定資産除却損の内訳 

建物 3,769千円

車両運搬具 1,485千円

工具器具備品 994千円

計 6,249千円
 

※２ 有形固定資産除却損の内訳 

建物 393千円

車両運搬具 716千円

工具器具備品 1,091千円

計 2,200千円
 

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

（1）発行済株式の総数に関する事項 

(単位：株） 
株式の種類 前連結会計年度末の

株式数 
当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末の
株式数 

普通株式 6,250,000 ― ― 6,250,000 

 

（2）自己株式の数に関する事項 

(単位：株） 
株式の種類 前連結会計年度末の

株式数 
当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末の
株式数 

普通株式 412,600 173,580 ― 586,180 

(変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

  旧商法第211条ノ３第１項第２号の規定による取締役会決議に基づく取得  173,500株 

  単元未満株式の買取りによる増加  80株 
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（3）剰余金の配当に関する事項 

①配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当金（円） 
基準日 効力発生日 

平成17年９月27日 

第56期定時株主総会 
普通株式 58,374 10.00 平成17年６月30日 平成17年９月28日 

 

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの 

平成18年９月27日開催の第57期定時株主総会において、次のとおり付議します。 

株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当金（円） 
基準日 効力発生日 

普通株式 利益剰余金 56,638 10.00 平成18年６月30日 平成18年９月28日 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 2,091,826千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △88,700千円 

現金及び現金同等物 2,003,126千円 
    

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 2,177,639千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △90,857千円 

現金及び現金同等物 2,086,781千円 
    

２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことにともなう連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価

額と取得による純支出との関係は次のとおりであり

ます。 

日光医科器械株式会社    (平成17年６月30日現在) 

流動資産 1,489,727千円

固定資産 345,262千円

連結調整勘定 935,186千円

流動負債 △1,368,247千円

固定負債 △71,828千円

日光医科器械株式会社の取得価額 1,330,100千円

日光医科器械株式会社の現金及び
現金同等物 

404,968千円

差引：日光医科器械株式会社によ
る純支出 

△925,131千円
   

２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことにともなう連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価

額と取得による純支出との関係は次のとおりであり

ます。 

ネオス医科株式会社      (平成17年11月30日現在) 

流動資産 155,537千円

固定資産 27,092千円

連結調整勘定 36,944千円

流動負債 △121,686千円

固定負債 △35,288千円

ネオス医科株式会社の取得価額 62,600千円

ネオス医科株式会社の現金及び現
金同等物 

27,960千円

差引：ネオス医科株式会社による
純支出 

△34,639千円
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(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

賃貸資産 166,568 77,415 89,152 

有形固定資産 
機械装置及び運搬具 

(車輌運搬具) 
48,774 26,928 21,845 

有形固定資産 
工具器具備品 

74,916 22,994 51,922 

無形固定資産 
(ソフトウェア) 

24,675 11,923 12,751 

合計 314,933 139,261 175,672 
 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

賃貸資産 166,164 110,261 55,902 

有形固定資産 
機械装置及び運搬具 

(車輌運搬具) 
29,318 15,461 13,857 

有形固定資産 
工具器具備品 

65,497 24,778 40,718 

無形固定資産 
(ソフトウェア) 

24,675 16,921 7,753 

合計 285,656 167,423 118,232 
 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 64,840千円

１年超 116,016千円

  合計 180,856千円
 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 60,175千円

１年超 59,355千円

  合計 119,530千円
 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 62,656千円 

減価償却費相当額 54,999千円 

支払利息相当額 10,921千円 
 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 69,209千円 

減価償却費相当額 61,112千円 

支払利息相当額 8,651千円 
 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
 減価償却費相当額の算定方法 
  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 
 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額
を利息相当額とし、各期への配分方法については利
息法によっております。 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
 減価償却費相当額の算定方法 
  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 
 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額
を利息相当額とし、各期への配分方法については利
息法によっております。 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 882千円 

１年超 2,646千円 

 合計 3,528千円 
 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 3,775千円 

１年超 11,766千円 

 合計 15,541千円 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成17年６月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 取得原価(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

   

  株式 84,350 121,825 37,883 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

   

  株式 15,706 15,147 △559 

計 100,056 136,972 37,324 

(注)減損処理は、50％以上時価が下落した銘柄についてはすべて実施し、30％以上50％未満下落した銘柄について

は、時価の動向、業績推移等により、回復可能性が乏しいと判断した銘柄について実施することとしておりま

す。 

なお、当連結会計年度末において時価が30％以上下落しているものはありません。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

38,717 15,123 － 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券及び連結貸借対照表計上額 

 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 3,114 

匿名組合出資持分 29,485 

計 32,599 

 

当連結会計年度(平成18年６月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 取得原価(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

   

  株式 97,428 160,832 63,403 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

   

  株式 106,555 95,651 △10,903 

計 203,983 256,483 52,499 

(注)減損処理は、50％以上時価が下落した銘柄についてはすべて実施し、30％以上50％未満下落した銘柄について

は、時価の動向、業績推移等により、回復可能性が乏しいと判断した銘柄について実施することとしておりま

す。 

なお、当連結会計年度末において時価が30％以上下落しているものはありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券及び連結貸借対照表計上額 

 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 3,114 

計 3,114 
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

――― 1．取引の内容及び利用目的等 

変動金利の借入金の調達資金を固定金利の資金調達

に換えるため、金利スワップ取引を行っておりま

す。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

① ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 金利スワップ 

   ヘッジ対象 借入金利息 

②ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個

別契約ごとに行っております。 

③ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金

利スワップを締結しております。 

Ⅰ 金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金

額が一致している。 

Ⅱ 金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期

が一致している。 

Ⅲ 長期借入金の変動金利のインデックスと金利ス

ワップで受払いされる変動金利のインデックス

が、TIBOR+0.60％で一致している。 

Ⅳ 長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一

致している。 

Ⅴ 金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通

して一定である。 

従って、金利スワップの特例処理の要件を満たし

ているので決算日における有効性の評価を省略し

ております。 

――― 2．取引に対する取組方針 

金利関連のデリバティブ取引については、現在、変

動金利を固定金利に変換する目的で金利スワップ取

引を利用しているのみであります。 

なお、投機目的のためのデリバティブ取引は行わな

い方針であります。 

――― 3．取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引においては、市場金利の変動によ

るリスクを有しております。 

なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い

国内銀行であるため、相手先の契約不履行によるい

わゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しており

ます。 

――― 4．取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理は当社管理本部で

行っておりますが、担当役員の承認を得たうえで実

行しております。 

また、当社管理本部において、銀行に対して定期的

に残高確認を実施し、担当役員が残高の妥当性を検

討しております。 
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２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成17年６月30日現在） 

デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

当連会計年度（平成18年６月30日現在） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記

の対象から除いております。 

 

(退職給付関係) 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社の退職給付制度は、社内規定に基づき、勤務年数に応じた退職金を支払う

こととなっております。この退職金の支払に充てるため、必要資金の内部留保の他に、適格退職

年金制度及び特定退職金共済制度を採用しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年６月30日) 

① 退職給付債務 △786,950千円 

② 年金資産 609,187千円 

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △177,763千円 

④ 未認識数理計算上の差異 47,973千円 

⑤ 連結貸借対照表計上額純額(③＋④) △129,789千円 

⑥ 前払年金費用 47,172千円 

⑦ 退職給付引当金(⑤－⑥) △176,961千円 
  
(注)㈱カワニシ以外の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

① 勤務費用 82,128千円 

② 利息費用 14,053千円 

③ 期待運用収益 △10,605千円 

④ 数理計算上の差異の費用処理額 10,579千円 

⑤ 退職給付費用(①＋②＋③＋④) 96,155千円 
  
(注)簡便法を適用している連結子会社の退職給付費用は、「① 勤務費用」に計上しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.0％ 

③期待運用収益率 2.0％ 

④数理計算上の差異の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
年数による定額法により、翌連結会計年度から
費用処理することとしております。) 
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当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社の退職給付制度は、社内規定に基づき、勤務年数に応じた退職金を支払う

こととなっております。この退職金の支払に充てるため、必要資金の内部留保の他に、適格退職

年金制度及び特定退職金共済制度を採用しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年６月30日) 

① 退職給付債務 △923,163千円 

② 年金資産 785,113千円 

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △138,050千円 

④ 未認識数理計算上の差異 △1,783千円 

⑤ 連結貸借対照表計上額純額(③＋④) △139,833千円 

⑥ 前払年金費用 56,579千円 

⑦ 退職給付引当金(⑤－⑥) △196,412千円 
  
(注)一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

① 勤務費用 94,233千円 

② 利息費用 14,418千円 

③ 期待運用収益 △11,469千円 

④ 数理計算上の差異の費用処理額 9,809千円 

⑤ 退職給付費用(①＋②＋③＋④) 106,991千円 
  
(注)簡便法を適用している連結子会社の退職給付費用は、「① 勤務費用」に計上しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.0％ 

③期待運用収益率 2.0％ 

④数理計算上の差異の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
年数による定額法により、翌連結会計年度から
費用処理することとしております。) 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年６月30日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

(流動資産) 

未払賞与 113,126千円

商品評価損 21,593千円

未払事業税 20,603千円

貸倒引当金 11,396千円

その他 21,105千円

小計 187,825千円

(固定資産) 

役員退職慰労引当金 117,915千円

退職給付引当金 43,112千円

ソフトウェア損金算入限度超過額 21,412千円

一括償却資産損金算入限度超過額 4,850千円

その他 11,682千円

小計 198,973千円

評価性引当額 △9,546千円

繰延税金資産合計 377,252千円

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △14,828千円

繰延税金負債合計 △14,828千円

繰延税金資産の純額 362,424千円
   

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

(流動資産) 

未払賞与 128,507千円

商品評価損 21,806千円

貸倒引当金 20,354千円

未払事業税 16,498千円

その他 22,204千円

小計 209,371千円

(固定資産) 

役員退職慰労引当金 130,937千円

退職給付引当金 54,506千円

ソフトウェア損金算入限度超過額 15,398千円

一括償却資産損金算入限度超過額 4,367千円

その他 11,736千円

小計 216,945千円

評価性引当額 △35,586千円

繰延税金資産合計 390,730千円

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △20,916千円

繰延税金負債合計 △20,916千円

繰延税金資産の純額 369,814千円
   

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

  (調整) 

交際費等永久に損金に 

    算入されない項目 1.1％

受取配当金等永久に益金に 

    算入されない項目 △0.1％

住民税均等割額 0.8％

その他 △0.6％

税効果適用後の法人税等の負担率 41.6％
   

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

  (調整) 

交際費等永久に損金に 

    算入されない項目 1.4％

受取配当金等永久に益金に 

    算入されない項目 △0.3％

住民税均等割額 1.3％

連結調整勘定償却額 5.2％

評価性引当額 3.4％

同族会社の留保金課税 3.1％

その他 0.2％

税効果適用後の法人税等の負担率 54.7％
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(セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

 

 
医療器材事業 

(千円) 
ＳＰＤ事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

34,152,225 5,138,289 450,194 39,740,709 - 39,740,709 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,362,244 57,147 1,166 1,420,559 (1,420,559) - 

計 35,514,469 5,195,437 451,360 41,161,268 (1,420,559) 39,740,790 

営業費用 34,880,047 5,172,313 417,373 40,469,735 (1,358,093) 39,111,641 

営業利益 634,421 23,124 33,987 691,533 (62,465) 629,067 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

      

資産 16,286,721 1,322,549 192,121 17,801,392 67,132 17,868,524 

減価償却費 103,427 28,944 5,955 138,328 14,497 152,825 

資本的支出 225,845 9,353 540 235,739 20,693 256,432 

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 医療器材事業……医療用機械及び医療用消耗品等の販売 

(2) ＳＰＤ事業………ＬＡＮを利用した購買管理及び販売支援業務 

(3) その他事業………福祉関連用品の販売・レンタル 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（72,090千円）は、親会社の管理部門

費であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（547,325千円）の主なものは、親会社での余資運

用資産(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 資本的支出には、連結調整勘定の発生額を含んでおりません。 
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当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 

 
医療器材事業 

(千円) 
ＳＰＤ事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

40,369,714 5,322,460 484,723 46,176,898 - 46,176,898 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,352,035 76,026 361 1,428,423 (1,428,423) - 

計 41,721,749 5,398,486 485,085 47,605,321 (1,428,423) 46,176,898 

営業費用 41,267,194 5,380,581 451,011 47,098,787 (1,350,084) 45,748,703 

営業利益 454,554 17,905 34,073 506,534 (78,339) 428,194 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

      

資産 16,168,115 1,251,942 194,552 17,614,611 211,236 17,825,847 

減価償却費 126,079 20,240 5,828 152,148 15,927 168,075 

資本的支出 105,548 20,363 1,504 127,416 7,316 134,733 

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 医療器材事業……医療器材販売 

(2) ＳＰＤ事業………物品・情報管理及び購買管理業務 

(3) その他事業………在宅介護用ベッド・用品の販売・レンタル 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（78,450千円）は、親会社の管理部門

費であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（699,630千円）の主なものは、親会社での余資運

用資産(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

 

所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

海外売上高 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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関連当事者との取引 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金 

又は出資金 
（百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(%) 

役員の 
兼任等 

事実上 
の関係 

取引の 
内容 

取引 
金額 

(千円) 
科目 

期末残高 
(千円) 

役員及び 
その近親者 

森脇 正 - - 
当社 

監査役 
- - - 弁護士報酬 2,200 - - 

（注)１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

  弁護士報酬の支払いについては、日本弁護士連合会「報酬等基準規定」を参考にし、交渉により決定し

ております。 

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金 

又は出資金 
（百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(%) 

役員の 
兼任等 

事実上 
の関係 

取引の 
内容 

取引 
金額 

(千円) 
科目 

期末残高 
(千円) 

役員及び 
その近親者 

森脇 正 - - 
当社 

監査役 
- - - 弁護士報酬 1,714 - - 

（注)１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

  弁護士報酬の支払いについては、日本弁護士連合会「報酬等基準規定」を参考にし、交渉により決定し

ております。 

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(重要な後発事象) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

――― (株式取得による会社の買収) 

 平成18年６月26日開催の当社の取締役会において、

以下のとおり株式取得による高塚薬品㈱の買収を決議

し、実施いたしました。その結果、平成18年７月３日

をもって同社は子会社となりました。 

 

(1)理由 

 高塚薬品株式会社は、主に岡山県において体外診断

薬、試薬及び医療機器の卸売業を展開する有力企業で

あり、同社の業務内容は、株式会社カワニシ（岡山県

岡山市、当社の100％子会社）の理化学・分析機器関連

領域に関る業務内容との補完性が高いことから、同社

を取得することが当社グループの今後の発展に大きく

寄与するものと判断いたしました。 

 

(2)株式取得の相手の名称 

・相手の名称 中西 敏子 

・株式数    20,000株 

・議決権比率    100％ 

 

(3)買収する会社の名称、事業内容、規模 

・会社の名称 高塚薬品株式会社 

・事業内容  体外診断薬、試薬及び医療用機器の

卸売業 

・規模(平成18年４月30日現在) 

  売上高  3,305百万円 

  総資産  1,092百万円 

  純資産   381百万円 

 

(4)株式取得の時期 

   平成18年７月３日 

 

(5)取得する株式の数、取得価額及び取得後の議決権比

率 

・取得株式       20,000株 

・取得価額      750百万円 

・取得後の議決権比率   100％ 

 

（6）取得資金の調達方法 

 銀行からの借入金により調達しております。 
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５． 仕入及び販売の状況 

(1) 仕入実績 

(単位：千円) 
前 連 結 会 計 年 度           

(自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日) 

当 連 結 会 計 年 度           

(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日) 区         分 

金     額 金     額 

医 療 器 材 事 業 31,916,460 37,361,147 

Ｓ Ｐ Ｄ 事 業 3,398,416 3,522,382 

そ の 他 事 業 222,632 248,294 

合         計 33,537,510 41,131,824 

（注）1.上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  2.セグメント間の取引については相殺消去しております。 

 

(2) 販売実績 

(単位：千円) 
前 連 結 会 計 年 度           

(自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日) 

当 連 結 会 計 年 度           

(自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日) 区         分 

金     額 金     額 

医 療 器 材 事 業 34,152,225 40,369,714 

Ｓ Ｐ Ｄ 事 業 5,138,289 5,322,460 

そ の 他 事 業 450,194 484,723 

合         計 39,740,709 46,176,898 

（注）1.上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  2.セグメント間の取引については相殺消去しております。 

 

 


