
平成21年6月期 第1四半期決算短信 
平成20年10月30日

（百万円未満切捨て）

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 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） 取締役副社長執行役員管理本部長 （氏名） 高井 平 TEL 086-245-1112

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年6月期第1四半期 12,893 ― △40 ― △85 ― △73 ―
20年6月期第1四半期 12,585 3.7 △53 ― △55 ― △64 ―

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

21年6月期第1四半期 △13.05 ―
20年6月期第1四半期 △11.50 ―

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

21年6月期第1四半期 19,351 2,289 11.8 407.95
20年6月期 19,142 2,436 12.7 434.23

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  2,289百万円 20年6月期  2,436百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 27,975 ― 161 ― 130 ― 41 ― 7.47
通期 57,430 4.6 469 12.0 404 7.2 172 25.3 30.67

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ(定性的情報・財務諸表等)４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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もの） 

（注）詳細は、３ページ(定性的情報・財務諸表等) ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、3ページ（定性的情報・財務諸表等） 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧く
ださい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年6月期第1四半期  6,250,000株 20年6月期  6,250,000株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  638,980株 20年6月期  638,980株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  5,611,020株 20年6月期第1四半期  5,611,020株



 

・定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

〈医療器材事業〉 

手術関連消耗品は、引き続き高い成長を維持し、前年同期比110.8％と売上高を大きく伸ばしまし

た。 

整形外科関連消耗品は、近畿（兵庫・大阪・奈良）・広島・香川での新規顧客の獲得により、前

年同期比106.6％の売上高となりました。 

循環器関連消耗品は、経皮的冠動脈形成術領域における技術革新により、再発防止技術が定着し、

再治療を必要とする患者数が減少しました。そのため、再拡張治療を必要とする症例数が減少し、

売上高は前年同期比93.1％にとどまりました。 

その結果、売上高109億91百万円（前年同期比 3.7％増）、営業利益11百万円（前年同期比 

31.5%減）となりました。 

 

〈ライフサイエンス事業〉 

試薬・診断薬分野の売上高は順調に伸びたものの、基礎研究分野の予算削減の影響が引き続き強

く、売上高８億37百万円（前年同期比 1.0％増）、営業損失17百万円（前年同期 営業損失36百万

円）となりました。 

 

〈ＳＰＤ事業〉 

前期新たに４施設で運用が開始されましたが、１施設の契約が３月末で終了したため、売上高は

若干減少しました。 

その結果、売上高14億77百万円（前年同期比 1.8％減）、営業利益70千円（前年同期 営業損失

154千円）となりました。 

 

〈その他事業〉 

在宅ベッドの新規レンタル契約が順調に増加し、売上高１億38百万円（前年同期比 3.0％増）、

営業利益12百万円（前年同期 営業損失692千円）となりました。 

 

以上の結果、当第１四半期の連結売上高は128億93百万円（前年同期比 2.4％増）、連結経常損

失は85百万円（前年同期 連結経常損失55百万円）、連結四半期純損失は73百万円（前年同期 連

結四半期純損失64百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間の総資産は193億51百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億９百

万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が１億11百万円、商品が２億81百万円増加

した一方で、投資その他の資産が、２億60百万円減少したことによるものであります。 

また、負債は170億62百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億56百万円の増加となりました。

主な要因は、短期借入金が10億60百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が３億57百万円、

未払法人税等が１億82百万円、長期借入金が96百万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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純資産は22億89百万円となり、前連結会計年度末と比べ、１億47百万円減少いたしました。主

な要因は、四半期純損失により73百万円、配当金により56百万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、0.9ポイント減少し、11.8％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前連

結会計年度末に比べ１億11百万円増加し、22億95百万円となりました。主な増減要因は以下のと

おりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少は、７億83百万円となりました。 

主な要因は、たな卸資産の増加により２億81百万円、仕入債務の減少により３億55百万円それ

ぞれ減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は、18百万円となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得により22百万円、無形固定資産の取得により11百万円それぞ

れ減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は、９億14百万円となりました。 

主な要因は、短期借入金が10億60百円増加した一方で、長期借入金が96百万円、配当金の支払

により49百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

おおむね計画通りに推移しており、平成20年８月７日に公表した業績予想に変更はありません。 

 

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もとづき、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。 

 

４．その他  

(1)期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

該当事項はありません。 

 

(2)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 
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②棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行なう方法によっております。 

③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、連結会計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。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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ので、前連結会計年度において使用し

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によっております。 

 

(3)四半期連結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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３

月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法に

よっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

③重要なリース取引の処理方法の変更 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企

業会計基準適用指針第16号)が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間から同

会計基準及び適用指針を適用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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５【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,411,210 2,299,496

受取手形及び売掛金 9,177,484 9,151,306

商品 2,973,623 2,692,117

その他 587,041 584,050

流動資産合計 15,149,359 14,726,971

固定資産   

有形固定資産 2,188,984 2,114,002

無形固定資産   

のれん 1,077,376 1,097,988

その他 202,189 209,556

無形固定資産合計 1,279,565 1,307,545

投資その他の資産 733,518 993,712

固定資産合計 4,202,068 4,415,260

資産合計 19,351,428 19,142,232

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,020,611 12,377,905

短期借入金 2,895,000 1,835,000

未払法人税等 11,247 193,923

その他 531,996 671,563

流動負債合計 15,458,855 15,078,392

固定負債   

長期借入金 998,750 1,095,000

退職給付引当金 108,934 114,274

役員退職慰労引当金 429,524 416,377

その他 66,323 1,735

固定負債合計 1,603,531 1,627,388

負債合計 17,062,386 16,705,780

㈱カワニシホールディングス（2689）　平成21年６月期　第１四半期決算短信

－5－



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 607,750 607,750

資本剰余金 343,750 343,750

利益剰余金 2,151,401 2,280,760

自己株式 △833,984 △833,984

株主資本合計 2,268,916 2,398,275

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,124 38,176

評価・換算差額等合計 20,124 38,176

純資産合計 2,289,041 2,436,452

負債純資産合計 19,351,428 19,142,232
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
   【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 12,893,875

売上原価 11,487,135

売上総利益 1,406,739

販売費及び一般管理費 1,447,737

営業損失（△） △40,998

営業外収益  

受取利息 1,124

受取配当金 924

持分法による投資利益 252

その他 2,261

営業外収益合計 4,562

営業外費用  

支払利息 17,240

保険解約損 31,871

その他 0

営業外費用合計 49,112

経常損失（△） △85,548

特別損失  

有形固定資産除却損 4,824

特別損失合計 4,824

税金等調整前四半期純損失（△） △90,373

法人税、住民税及び事業税 9,336

法人税等調整額 △26,460

法人税等合計 △17,124

四半期純損失（△） △73,249
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △90,373

減価償却費 45,808

のれん償却額 20,612

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,270

受取利息及び受取配当金 △2,049

支払利息 17,240

持分法による投資損益（△は益） △252

有形固定資産除却損 4,824

売上債権の増減額（△は増加） △26,177

たな卸資産の増減額（△は増加） △281,506

仕入債務の増減額（△は減少） △355,199

その他 90,255

小計 △579,086

利息及び配当金の受取額 1,973

利息の支払額 △16,388

法人税等の支払額 △190,338

法人税等の還付額 312

営業活動によるキャッシュ・フロー △783,527

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △22,823

無形固定資産の取得による支出 △11,128

投資有価証券の取得による支出 △803

投資有価証券の売却による収入 15,653

その他 269

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,832

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 13,510,000

短期借入金の返済による支出 △12,450,000

長期借入金の返済による支出 △96,250

配当金の支払額 △49,407

財務活動によるキャッシュ・フロー 914,342

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） 111,983

現金及び現金同等物の期首残高 2,183,645

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,295,628
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

 

(4)継続企業の前提に関する注記  

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

(5)セグメント情報  

（事業の種類別セグメント情報） 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 

  

医療器材 

事業 

(千円) 

ライフサイ

エンス事業

（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) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
10,470,270 835,791 1,449,617 138,196 12,893,875 ― 12,893,875

 (2) セグメント間 

      の内部売上高 

      又は振替高 

521,205 1,306 28,053 41 550,607 (550,607) ―

計 10,991,475 837,097 1,477,670 138,237 13,444,482 (550,607) 12,893,875

営業利益又は 

営業損失（△） 
11,355 △17,746 70 12,016 5,695 (46,694) △40,998

(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 各事業の主な内容 

(1) 医療器材事業……………医療器材販売 

(2) ライフサイエンス事業…試薬・検査薬及び理化学・分析機器の販売 

(3) ＳＰＤ事業………………物品・情報管理及び購買管理業務 

(4) その他事業………………在宅介護用ベッド・用品の販売・レンタル 

 

（所在地別セグメント情報） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９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） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 
前四半期に係る財務諸表等 
(1) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間
(自平成19年７月１日 
 至平成19年９月30日) 科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 12,585,633

Ⅱ 売上原価 11,250,237

売上総利益 1,335,395

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,388,571

営業損失(△) △53,176

Ⅳ 営業外収益 17,069

Ⅴ 営業外費用 19,347

経常損失(△) △55,454

Ⅵ 特別利益 3,093

Ⅶ 特別損失 624

税金等調整前四半期純損失(△) 
△52,986

税金費用 11,715

四半期純損失(△) 
△64,701
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年７月１日 
 至 平成19年９月30日) 

区  分 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 1．税金等調整前四半期（当期）純利益 △52,986

 2．減価償却費 35,659

 3．のれんの償却額 22,801

 4．貸倒引当金の増加（△減少）額 △77

 5．退職給付引当金の増加（△減少）額 △89,992

 6．役員退職慰労引当金の増加額 11,569

 7．受取利息及び受取配当金 △1,228

 8．支払利息 19,368

 9．持分法による投資利益 △209

10．売上債権の減少（△増加）額 74,212

11．たな卸資産の減少（△増加）額 △306,447

12．仕入債務の増加（△減少）額 361,424

13．その他 △161,465

小  計 △87,369

14．利息及び配当金の受取額 1,208

15．利息の支払額 △23,828

16．法人税等の支払額 △252,426

17．法人税等の還付額 934

営業活動によるキャッシュ・フロー △361,482

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 1．有形固定資産の取得による支出 △15,530

 2．無形固定資産の取得による支出 △8,074

 3．投資有価証券の取得による支出 △820

 4．その他 △150

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,575

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 11,600,000

 2．短期借入金の返済による支出 △9,940,000

 3．長期借入れによる収入 400,000

 4．長期借入金の返済による支出 △534,123

 5．配当金の支払額 △47,990

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,477,886

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額 1,091,828

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,891,330

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,983,158
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(3) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日) 

（単位：千円） 

 
医療器材 

事業 

ライフサイ

エンス事業
SPD事業 

その他 

事業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する 

  売上高 

 

10,140,283 827,701 1,483,633 134,014 12,585,633 － 12,585,633

(2)セグメント間の内部

売上高または振替高 463,985 962 21,628 161 486,737 (486,737) －

計 10,604,268 828,664 1,505,261 134,176 13,072,371 (486,737) 12,585,633

営業費用 10,587,689 865,309 1,505,416 134,869 13,093,284 (454,474) 12,638,809

営業利益又は 

営業損失(△) 
16,579 △36,645 △154 △692 △20,913 (32,263) △53,176

 (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 各事業の主な内容 
(1) 医療器材事業……………医療器材販売 
(2) ライフサイエンス事業…試薬・検査薬及び理化学・分析機器の販売 
(3) ＳＰＤ事業………………物品・情報管理及び購買管理業務 
(4) その他事業………………在宅介護用ベッド・用品の販売・レンタル等 

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（32,193千円）は、親会社
の管理部門費であります。 
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