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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年3月31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 ％

23年6月期第3四半期 47,130 4.9 559 13.2 538 14.6 297 22.3
22年6月期第3四半期 44,944 8.1 494 135.9 469 235.2 243 ―

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

23年6月期第3四半期 53.01 ―
22年6月期第3四半期 43.36 ―

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6月期第3四半期 24,121 2,016 8.4 359.31
22年6月期 19,501 1,764 9.0 314.48

（参考） 自己資本   23年6月期第3四半期  2,016百万円 22年6月期  1,764百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年6月期 ― 0.00 ―
23年6月期 

（予想）
10.00 10.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 61,767 4.9 569 16.2 548 18.9 265 18.4 47.25



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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きの対象外であり、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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 １．当四半期の連結業績等に関する定性的情報(3)
連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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6月期3Q 6,250,000株 22年6月期  6,250,000株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  639,126株 22年6月期  638,980株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期3Q 5,610,933株 22年6月期3Q 5,611,020株
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〈医療器材事業〉 

 手術関連消耗品は、引き続き高い成長を継続しております。急性期大病院をターゲットとし、積極的

な拡販活動により、特に兵庫及び四国エリアで商権獲得が進みました。その結果、同エリアの売上高は

前年同期比で10％超の増収となり、手術関連消耗品の売上高は前年同期比110.2％となりました。 

 整形外科関連商品は、新規顧客獲得の他、これまでの営業活動の成果が結実し、売上高は前年同期比

108.1％となり、償還価格下落の影響を大きく上回りました。特に兵庫の売上高は、前年同期比で10％

超の伸びとなりました。 

 循環器関連商品は、大型設備機器を販売した他、不整脈治療関連商品の売上が伸びました。しかし、

大幅な償還価格下落の影響分を全て補うには至らず、前年同期比93.1％となりました。 

 その他、新診療棟完成に伴う設備・備品の販売等も加わり、売上高402億12百万円（前年同期比

6.1％増）、営業利益５億60百万円（前年同期比 27.2％増）となりました。            

  

〈ライフサイエンス事業〉 

 顧客の購買窓口の統一等による競争激化による販売単価の低下や、インフルエンザの検査キットの減

少等から、診断薬領域の売上高は前年同期比100.1％にとどまりました。 

 また、基礎研究領域の売上高は、昨年度の補正予算に匹敵する予算執行がなかったため、その反動か

ら前年同期比84.2％となりました。 

 利益面では、仕入価格の改善に努めた結果、売上総利益率並びに売上総利益額は増加しましたが、販

売費及び一般管理費の伸びがそれを上回りました。 

 その結果、売上高34億23百万円（前年同期比 8.7％減）、営業利益25百万円（前年同期比 32.5％

減）となりました。 

  

〈ＳＰＤ事業〉 

 昨年３月に１施設で運用を開始したため、売上高は増加しております。また、売上総利益額は、医療

器材価格に対する値引圧力が強く売上総利益率が低下したものの、売上高と同様に、当初見込みを若干

上回っております。 

 しかし、本年４月に新規稼動した３施設に対して導入に係る費用が先行して発生したため、営業利益

が減少しました。その結果、売上高48億69百万円（前年同期比 0.8％増）、営業利益28百万円（前年

同期比 56.1％減）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５億15百万円（前年同期比 12.2％増）とな

りました。しかし、営業力強化を目的として営業担当者を増加させたことによって販売費及び一般管理

費が増加したため、営業利益33百万円（前年同期比 2.9％減）となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期の連結売上高は471億30百万円（前年同期比 4.9％増）、連結経常利益は

５億38百万円（前年同期比 14.6％増）、連結四半期純利益は２億97百万円（前年同期比 22.3％増）

となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は241億21百万円となり、前連結会計年度末と比べ46億19百万

円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が23億51百万円、受取手形及び売掛金が19億16百万

円、商品が２億61百万円増加したことによるものであります。 

また、負債は221億５百万円となり、前連結会計年度末と比べ43億68百万円の増加となりました。主

な要因は、支払手形及び買掛金が22億46百万円、短期借入金が24億40百万円増加した一方で、未払法人

税等が１億53百万円、長期借入金が84百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

純資産は20億16百万円となり、前連結会計年度末と比べ、２億51百万円増加いたしました。主な要因

は、四半期純利益により２億97百万円増加した一方で、配当金により56百万円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、0.6ポイント減少し、8.4％となりました。 

  

当第３四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24億26百万円増加し、55億22百万円となりました。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増加は、２億７百万円となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純利益により５億40百万円、仕入債務の増加により22億46百万円

それぞれ増加した一方で、売上債権の増加により19億16百万円、たな卸資産の増加により２億61百万

円、法人税等の支払額により３億８百万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、54百万円となりました。 

主な要因は、定期預金払戻により93百万円増加した一方で、有形固定資産の取得により85百万円、

無形固定資産の取得により51百万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、22億74百万円となりました。 

主な要因は、短期借入金が26億３百万円増加した一方で、長期借入金が２億46百万円減少したこと

によるものであります。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成22年

８月10日に公表いたしました平成23年６月期の連結業績予想を修正しております。その内容につきまし

ては、平成23年４月28日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  

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。 

  

(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

②キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

なお、下記の通り連結の範囲の異動はありましたが、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第10

項に規定する特定子会社には該当いたしません。  

 ①合併による異動 

 平成23年１月１日をもって、株式会社カワニシ（当社の連結子会社）と株式会社メドテクニカ

（当社の連結子会社）は、株式会社カワニシを存続会社とする吸収合併方式により合併しております。 
  

当第３四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。

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。 

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。 

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、及び、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。 
  

第１四半期連結会計期間より、「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。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研

究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 
  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目を表示しております。 
  

 該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①会計基準に関する事項の変更

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用）

（「企業結合に関する会計基準」等の適用）

②表示方法の変更

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,662,848 3,311,750

受取手形及び売掛金 11,694,135 9,777,817

商品 2,756,679 2,495,193

その他 655,805 497,775

流動資産合計 20,769,469 16,082,536

固定資産

有形固定資産 2,268,055 2,292,105

無形固定資産

のれん 219,530 253,672

その他 138,427 122,213

無形固定資産合計 357,957 375,885

投資その他の資産 725,934 750,969

固定資産合計 3,351,947 3,418,960

資産合計 24,121,416 19,501,497

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,399,152 13,152,867

短期借入金 4,594,102 2,153,592

未払法人税等 79,156 232,646

その他 650,072 766,466

流動負債合計 20,722,483 16,305,572

固定負債

長期借入金 656,825 740,879

退職給付引当金 94,334 101,055

役員退職慰労引当金 541,435 516,576

その他 90,277 72,869

固定負債合計 1,382,872 1,431,380

負債合計 22,105,355 17,736,953

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 1,853,664 1,612,341

自己株式 △834,099 △833,984

株主資本合計 1,971,064 1,729,857

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 44,996 34,686

評価・換算差額等合計 44,996 34,686

純資産合計 2,016,060 1,764,543

負債純資産合計 24,121,416 19,501,497
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 44,944,857 47,130,643

売上原価 40,210,815 42,129,531

売上総利益 4,734,042 5,001,112

販売費及び一般管理費 4,239,861 4,441,612

営業利益 494,180 559,500

営業外収益

受取利息 1,725 1,370

受取配当金 1,562 1,571

受取手数料 3,631 －

持分法による投資利益 899 168

その他 9,465 12,506

営業外収益合計 17,284 15,617

営業外費用

支払利息 40,173 34,669

その他 1,652 2,145

営業外費用合計 41,825 36,814

経常利益 469,639 538,303

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 4,656

投資有価証券売却益 1,360 －

特別利益合計 1,360 4,656

特別損失

有形固定資産除却損 1,480 2,244

投資有価証券評価損 1,200 －

特別損失合計 2,680 2,244

税金等調整前四半期純利益 468,319 540,715

法人税、住民税及び事業税 188,914 148,510

法人税等調整額 36,136 94,771

法人税等合計 225,051 243,282

少数株主損益調整前四半期純利益 － 297,432

四半期純利益 243,268 297,432
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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)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７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

税金等調整前四半期純利益 468,319 540,715

減価償却費 168,579 157,632

のれん償却額 30,249 34,142

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,221 △4,656

受取利息及び受取配当金 △3,288 △2,942

支払利息 40,173 34,669

持分法による投資損益（△は益） △899 △168

有形固定資産除却損 1,480 2,244

投資有価証券売却損益（△は益） △1,360 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,200 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,964,290 △1,916,317

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,206 △261,486

仕入債務の増減額（△は減少） 2,032,726 2,246,285

その他 32,177 △280,062

小計 760,639 550,055

利息及び配当金の受取額 3,309 2,947

利息の支払額 △39,127 △37,615

法人税等の支払額 △181,738 △308,258

法人税等の還付額 37,684 100

営業活動によるキャッシュ・フロー 580,768 207,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 65,400 93,473

定期預金の預入による支出 △32,850 △17,990

有形固定資産の取得による支出 △116,999 △85,009

有形固定資産の売却による収入 － 8,363

無形固定資産の取得による支出 △25,380 △51,785

投資有価証券の取得による支出 △2,394 △2,430

投資有価証券の売却による収入 4,475 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△11,271 －

その他 565 583

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,455 △54,794

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 43,660,000 41,324,000

短期借入金の返済による支出 △41,773,000 △38,721,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △351,985 △246,544

自己株式の取得による支出 － △115

配当金の支払額 △56,048 △55,975

その他 △21,101 △26,227

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,657,865 2,274,137

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） 2,120,177 2,426,572

現金及び現金同等物の期首残高 2,408,366 3,095,826

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,528,543 5,522,398

㈱カワニシホールディングス（2689）　平成23年６月期第３四半期決算短信

－7－



該当事項はありません。 

  

 
(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 

  

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。 

  

海外売上高がないため該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31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

36,050,313 3,700,433 4,734,858 459,251 44,944,857 ― 44,944,857

 (2) セグメント間 
      の内部売上高 
      又は振替高

1,865,582 49,379 95,987 120 2,011,070 (2,011,070) ―

計 37,915,896 3,749,812 4,830,846 459,372 46,955,927 (2,011,070) 44,944,857

営業利益 440,294 38,292 64,031 34,456 577,074 (82,894) 494,180

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日)

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日)
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第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当社の報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。 

当社は、取り扱う製品・サービス別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は製品・サービスの類似性を基礎としたセグメントから構成されており、「医療器材事

業」、「ライフサイエンス事業」、「ＳＰＤ事業」の３つを報告セグメントとしております。「医療器

材事業」は、医療器材の販売を行っております。「ライフサイエンス事業」は、試薬・検査薬及び理化

学・分析機器の販売を行っております。「ＳＰＤ事業」は、医療機関等の物品・情報管理及び購買管理

業務を行っております。 

  

 
 (注)１「その他」の区分は在宅介護用ベッド・用品の販売・レンタルを行っております。 

   ２ セグメント利益の調整額△88,041千円には、セグメント間取引消去1,128千円、各報告セグメントに配分し

ない全社費用△89,170千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理

部門費であります。 

 ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】

（追加情報）

１．報告セグメントの概要

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年７月１日 至 平成23年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額医療器材 

事業
ライフサイ
エンス事業

ＳＰＤ事業 計

売上高

外部顧客への売上高 38,431,959 3,407,138 4,776,190 46,615,289 515,354 47,130,643 ― 47,130,643

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

1,780,961 16,802 93,219 1,890,984 213 1,891,198 △1,891,198 ―

計 40,212,920 3,423,941 4,869,410 48,506,273 515,568 49,021,842 △1,891,198 47,130,643

セグメント利益 560,119 25,858 28,116 614,094 33,447 647,542 △88,041 559,500

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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