
平成 19 年 ６ 月期  個別中間財務諸表の概要     平成 19 年２月 14 日 

上 場 会 社 名        株式会社カワニシホールディングス            上場取引所    東 
コ ー ド 番 号        2689                                        本社所在都道府県 岡山県 
（ＵＲＬ  http://www.kawanishi-md.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長        氏名 野瀬 洋輔 
問合せ先責任者 役職名 取締役専務執行役員管理本部長 氏名 田野 雅弘 ＴＥＬ (086)245－1112 
決算取締役会開催日 平成 19 年２月 14 日             
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株) 
 
１． 18 年 12 月中間期の業績(平成 18 年７月１日～平成 18 年 12 月 31 日) 
(1) 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 12 月中間期 
17 年 12 月中間期 

757    △0.6 
805    40.9 

271   △20.3 
340    130.8 

251   △23.4 
328    137.6 

18 年６月期 1,312 370 345 
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭 

18 年 12 月中間期 
17 年 12 月中間期 

237   △26.9 
324    157.1 

42.04 
56.26 

18 年６月期 313 54.78 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年 12 月中間期 5,639,963 株 17 年 12 月中間期 5,769,143 株 18 年６月期 5,730,691 株 
    ②会計処理の方法の変更   無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
(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 

18 年 12 月中間期 
17 年 12 月中間期 

6,062 
5,528 

2,384 
2,384 

39.3 
43.1 

424.29 
416.74 

18 年６月期 5,716 2,267 39.7 400.33 
(注)①期末発行済株式数 18 年 12 月中間期 5,620,320 株 17 年 12 月中間期 5,720,900 株 18 年６月期 5,663,820 株 
  ②期末自己株式数  18 年 12 月中間期   629,680 株 17 年 12 月中間期   529,100 株 18 年６月期   586,180 株 

 
２．19 年６月期の業績予想(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 

通   期 1,274 251 213 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 37 円 91 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 
18 年６月期 ― 10.00 10.00 

19 年６月期（実績） ― ―  

19 年６月期（予想） ― 10.00 10.00 

 
 

 
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５ページを参照してください。 
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中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   361,360   66,837   493,953  

２ 営業未収入金   82,306   84,486   67,630  

３ 繰延税金資産   9,452   12,755   7,688  

４ その他   133,052   133,367   102,249  

流動資産合計   586,171 10.6  297,447 4.9  671,521 11.7 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物  965,441   958,545   968,699   

減価償却累計額  380,690 584,750  410,727 547,817  399,734 568,965  

(2) 構築物  41,441   43,851   41,441   

減価償却累計額  27,526 13,914  29,903 13,948  28,769 12,671  

(3) 土地   1,136,250   1,136,250   1,136,250  

(4) その他  127,322   134,802   127,950   

減価償却累計額  74,027 53,294  93,087 41,715  85,075 42,874  

有形固定資産合計   1,788,210 32.3  1,739,731 28.7  1,760,762 30.8 

２ 無形固定資産   146,508 2.7  121,992 2.0  138,265 2.4 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   107,186   216,193   192,473  

(2) 関係会社株式   2,340,709   3,153,709   2,403,309  

(3) 長期前払費用   18,700   17,843   17,972  

(4) 保険積立金   241,218   239,452   237,759  

(5) 繰延税金資産   122,741   109,863   123,583  

(6) その他   177,127   166,741   170,625  

投資その他の資産 
合計 

  3,007,685 54.4  3,903,804 64.4  3,145,723 55.1 

固定資産合計   4,942,404 89.4  5,765,528 95.1  5,044,751 88.3 

資産合計   5,528,575 100.0  6,062,975 100.0  5,716,272 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 短期借入金   1,100,000   1,300,000   900,000  

２ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

  554,100   983,375   696,300  

３ 未払金   13,334   16,930   12,651  

４ 未払費用   7,221   9,357   20,691  

５ 未払法人税等   1,767   2,081   4,850  

６ その他   18,384   14,731   25,758  

流動負債合計   1,694,807 30.7  2,326,475 38.4  1,660,251 29.0 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   1,033,375   920,000   1,359,125  

２ 退職給付引当金   6,862   3,621   7,228  

３ 役員退職慰労引当金   303,029   320,822   315,326  

４ その他   106,361   107,431   106,969  

固定負債合計   1,449,628 26.2  1,351,874 22.3  1,788,649 31.3 

負債合計   3,144,436 56.9  3,678,350 60.7  3,488,900 60.3 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   607,750 11.0  ― ―  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金   343,750   ―   ―  

資本剰余金合計   343,750 6.2  ― ―  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   29,600   ―   ―  

２ 任意積立金           

別途積立金  1,000,000 1,000,000  ― ―  ― ―  

３ 中間未処分利益   1,022,988   ―   ―  

利益剰余金合計   2,052,588 37.1  ― ―  ― ― 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  23,517 0.4  ― ―  ― ― 

Ⅴ 自己株式   △643,466 △11.6  ― ―  ― ― 

資本合計   2,384,139 43.1  ― ―  ― ― 

負債資本合計   5,528,575 100.0  ― ―  ― ― 
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前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ―   607,750 10.0  607,750 10.6 

２ 資本剰余金           

資本準備金   ―   343,750   343,750  

資本剰余金合計   ―   343,750 5.7  343,750 6.0 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金   ―   29,600   29,600  

(2) その他利益剰余金           

別途積立金  ―   1,800,000   1,000,000   

繰越利益剰余金  ― ―  392,814 2,192,814  1,012,337 2,012,337  

利益剰余金合計   ―   2,222,414 36.6  2,041,937 35.7 

４ 自己株式   ―   △819,339 △13.5  △742,572 △13.0 

株主資本合計   ―   2,354,575 38.8  2,250,865 39.4 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 その他有価証券 
  評価差額金 

  ―   30,049   16,506  

評価・換算差額等 
合計 

  ―   30,049 0.5  16,506 0.3 

純資産合計   ―   2,384,624 39.3  2,267,371 39.7 

負債純資産合計   ― ―  6,062,975 100.0  5,716,272 100.0 
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   805,356 100.0  757,296 100.0  1,312,135 100.0 

Ⅱ 売上原価   78,610 9.8  79,237 10.5  157,539 12.0 

売上総利益   726,745 90.2  678,058 89.5  1,154,595 88.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   386,575 48.0  406,864 53.7  784,121 59.8 

営業利益   340,170 42.2  271,194 35.8  370,474 28.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１  2,066 0.3  2,177 0.3  3,597 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,877 1.7  21,867 2.9  28,251 2.1 

経常利益   328,359 40.8  251,504 33.2  345,820 26.4 

Ⅵ 特別損失 ※３  24 0.0  5,502 0.7  417 0.1 

税引前中間(当期) 
純利益 

  328,335 40.8  246,001 32.5  345,402 26.3 

法人税、住民税 
及び事業税 

 601   9,414   22,645   

法人税等調整額  3,156 3,758 0.5 △527 8,886 1.2 8,831 31,476 2.4 

中間(当期)純利益   324,576 40.3  237,114 31.3  313,925 23.9 

前期繰越利益   698,412   ―   ―  

中間未処分利益   1,022,988   ―   ―  
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項 目 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 
繰   越 
利益剰余金 

利益剰余金 

合   計 

自己株式 
株主資本 

合  計 

平成18年６月30日残高(千円) 607,750 343,750 29,600 1,000,000 1,012,337 2,041,937 △742,572 2,250,865 

中間会計期間中の変動額         

 別途積立金の積立 - - - 800,000 △800,000 - - - 

 剰余金の配当 - - - - △56,638 △56,638 - △56,638 

 中間純利益 - - - - 237,114 237,114 - 237,114 

 自己株式の取得 - - - - - - △76,767 △76,767 

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

- - - - - - - - 

中間会計期間中の変動額合計(千円) - - - 800,000 △619,523 180,476 △76,767 103,709 

平成18年12月31日残高(千円) 607,750 343,750 29,600 1,800,000 392,814 2,222,414 △819,339 2,354,575 

 

評  価・ 
換算差額等 

項 目 その他 
有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年６月30日残高(千円) 16,506 2,267,371 

中間会計期間中の変動額   

 別途積立金の積立 - - 

 剰余金の配当 - △56,638 

 中間純利益 - 237,114 

 自己株式の取得 - △76,767 

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

13,543 13,543 

中間会計期間中の変動額合計(千円) 13,543 117,253 

平成18年12月31日残高(千円) 30,049 2,384,624 
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前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項 目 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 
繰   越 
利益剰余金 

利益剰余金 

合   計 

自己株式 
株主資本 

合  計 

平成17年６月30日残高(千円) 607,750 343,750 29,600 1,000,000 756,786 1,786,386 △458,625 2,279,261 

事業年度中の変動額         

 剰余金の配当 - - - - △58,374 △58,374 - △58,374 

 当期純利益 - - - - 313,925 313,925 - 313,925 

 自己株式の取得 - - - - - - △283,947 △283,947 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

- - - - - - - - 

事業年度中の変動額合計(千円) - - - - 255,551 255,551 △283,947 △28,395 

平成18年６月30日残高(千円) 607,750 343,750 29,600 1,000,000 1,012,337 2,041,937 △742,572 2,250,865 

 

評  価・ 
換算差額等 

項 目 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) 11,802 2,291,063 

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当 - △58,374 

 当期純利益 - 313,925 

 自己株式の取得 - △283,947 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

4,703 4,703 

事業年度中の変動額合計(千円) 4,703 △23,692 

平成18年６月30日残高(千円) 16,506 2,267,371 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法に基づく原価法 

② その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間会計期間末日の市場価格

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 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

② その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間会計期間末日の市場価格

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 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

② その他有価証券 

 時価のあるもの 

  期末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 

同左 

２ 固定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      ８年～50年 

構築物     10年～20年 

工具器具備品  ４年～10年 

なお、採用する耐用年数等は

前中間会計期間と同一のため、

経常利益及び税引前中間純利益

に与える影響はありません。 

２ 固定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      ８年～50年 

構築物     10年～20年 

工具器具備品  ４年～10年 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(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 

(2) 無形固定資産 

同左 

(3) 長期前払費用 

  定額法 

なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

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

能見込額を計上することとして

おります。なお、当中間会計期

間末においては計上すべき額は

ありません。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

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

能見込額を計上することとして

おります。なお、当期末におい

ては計上すべき額はありませ

ん。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(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、当期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、当中間会計期間末において

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、

そ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

れ発生の翌期から費用処理して

おります。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、

各期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

ぞれ発生の翌期から費用処理し

ております。 

(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

基づく当中間会計期間末要支給

額を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(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

基づく当期末要支給額を計上し

ております。 

―― ４ 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。 

４ ヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

同左 

  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 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  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。 

 ③ヘッジ方針 

同左 

  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

理の要件を満たしているので中間

決算日における有効性の評価を省

略しております。 

 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。 

５ 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。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

   消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

同左 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

同左 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(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） 

 当中間会計期間から「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。 

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「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） 

 当事業年度から「『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。 

――― ――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度から「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,267,371千円でありま

す。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末 
(平成18年６月30日) 

 保証債務残高 

 仕入先に対して次のとおり保

証を行っています。 

㈱メドテクニカ 8,606千円
 

 保証債務残高 

 仕入先に対して次のとおり保

証を行っています。 

㈱メドテクニカ 15,263千円
 

 保証債務残高 

 仕入先に対して次のとおり保

証を行っています。 

㈱メドテクニカ 7,887千円
 

 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 628千円

受取配当金 1,178千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 682千円

受取配当金 1,250千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,325千円

受取配当金 2,009千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 12,124千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 21,072千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 25,386千円
 

――― ※３ 特別損失のうち主なもの 

建物除却損 5,043千円
 

――― 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 30,880千円

無形固定資産 15,803千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 26,463千円

無形固定資産 16,664千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 62,221千円

無形固定資産 32,272千円
  

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日) 

 自己株式に関する事項 

(単位：株) 
株式の種類 前事業年度末の 

株式数 
当中間会計期間 
増加株式数 

当中間会計期間 
減少株式数 

当中間会計期間末の 
株式数 

普通株式 586,180 43,500 ― 629,680 

(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。 

  会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得            43,500株 

 

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 自己株式に関する事項 

(単位：株) 
株式の種類 前事業年度末の 

株式数 
当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末の 
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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(リース取引関係) 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年12月31日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末(平成18年12月31日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

前事業年度末(平成18年６月30日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

自己株式の取得について 

(1) 当社は、平成18年１月６日開催の取締役会において、商法第211条ノ３第１項第２号の規定に

基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

 ① 理由 経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため 

 ② 取得する株式の種類 当社普通株式 

 ③ 取得する株式の総数 100,000株(上限) 

 ④ 株式の取得価額の総額 200,000千円(上限) 

 ⑤ 自己株式買受けの日程 平成18年１月10日から平成18年３月31日まで 

 ⑥ 自己株式買受けの方法 東京証券取引所における市場買受け 

上記に従い当社普通株式 34,500株（取得価額59,706千円）を取得いたしました。 

 

(2) 当社は、平成18年３月10日開催の取締役会において、商法第211条ノ３第１項第２号の規定に

基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

 ① 理由 経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため 

 ② 取得する株式の種類 当社普通株式 

 ③ 取得する株式の総数 60,000株(上限) 

 ④ 株式の取得価額の総額 120,000千円(上限) 

 ⑤ 自己株式買受けの日程 平成18年４月３日から平成18年６月23日まで 

 ⑥ 自己株式買受けの方法 東京証券取引所における市場買受け 

 

当中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日) 

該当事項はありません。 
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前事業年度(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株式会社の買

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わる業務内

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

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。 

 

自己株式の取得について 

当社は、平成18年９月27日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替え

て適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

(1) 理由 経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため 

(2) 取得する株式の種類 当社普通株式 

(3) 取得する株式の総数 80,000株(上限) 

(4) 株式の取得価額の総額 160,000千円(上限) 

(5) 自己株式買受けの日程 平成18年10月２日から平成18年12月22日まで 

(6) 自己株式買受けの方法 東京証券取引所における市場買受け 

 


