
証券コード：2689

第67期 中間報告書
平成27年7月1日～平成27年12月31日

株式会社カワニシホールディングス

株 主 の 皆 様 へ

株主の皆様におかれましては、平素からご支援
とご理解をいただき、心からお礼申し上げます。

第67期第2四半期（平成27年7月1日から平成
27年12月31日まで）の概況についてご報告い
たします。

代表取締役社長　

010_0134101602803.indd   2 2016/02/24   11:09:38



　カワニシホールディングスは、「日本のものづくりで医療機器を世界に届ける」
という日本医工ものづくりコモンズの理念に共感し、「医工連携」に積極的に取り
組みます。

詳細は、当社のホームページに掲載しています。
（http://www.kawanishi-md.co.jp/comp_info/medieng/medieng.asp）

事業の概況

　当第2四半期連結累計期間の連結売上高は492億38百万円（前年同期比7.9
％増）、連結経常利益は1億93百万円（前年同期比16.1％減）、親会社株主に帰
属する四半期純利益は91百万円（前年同期比20.7％減）となりました。

業績ハイライト
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医工連携への参画イメージ
～医療機器流通商社からの新たな価値の提供～

売上高420億57百万円（前年同期比6.7％増）・営業利益2億24百万円（前年同
期比12.5％減）
　成長の軸となる消耗品全体の売上高は、厳しい市場環境の中にありながらも
堅調に推移しました。また、設備・備品は、主要得意先の建替えが大型備品の需要
を生み、増収となりました。しかしながら消耗品全体の売上総利益率は、医療機関
からの購買圧力が強まったことで前期を下回り、減益となりました。

医療器材事業

売上高18億72百万円（前年同期比1.1％増）・営業損失9百万円（前年同期営業
損失5百万円）
　当社顧客の大手製造業において研究開発を支援する備品の導入がされ、また
感染症などの検査に使う診断薬の販売が進みました。しかしながら前期に大型
検査機器の更新があった影響をうけ、減益となりました。

ライフサイエンス事業

売上高73億46百万円（前年同期比22.6％増）・営業利益50百万円（前年同期比
46.1％増）
　前期より稼働している大型契約先が年間を通して業績に寄与したことと合わ
せて、今期から新規に稼働した契約先もあり順調に拡大しました。

SPD事業

売上高8億12百万円（前年同期比18.5％増）・営業利益36百万円（前年同期比
54.2％増）
　主力の在宅ベッドのレンタルを中心に丁寧なサービスを実施し、順調に顧客基
盤が拡大しています。また平成26年6月に開設した郡山支店（福島県）において
順調に開拓が進んでおり、東北での更なる活動強化のために、仙台支店（宮城県）
を開設しました。

介護用品事業

 ■ 中間　■ 期末　 　期末予想

医工連携への取り組み

臨床現場
ニーズ

◆ 市場調査
◆ ニーズ取集
◆ 改選提案
◆ 開発マネジメント
◆ 適正使用の支援

製販企業

産業支援機関
（経産省）

「販路」としての機能
（豊富な顧客ネットワーク）

マッチング・
公費活用支援

ものづくり
企業

コンサルティング
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科　目 前連結会計年度
平成27年6月30日現在

当第2四半期
平成27年12月31日現在

資産の部

　流動資産 25,193 27,850

　固定資産 5,544 5,533

　　有形固定資産 3,420 3,409

　　無形固定資産 359 295

　　投資その他の資産 1,764 1,828

　資産合計 30,738 33,384

負債の部

　流動負債 24,251 27,127

　固定負債 1,775 1,608

　負債合計 26,027 28,735

純資産の部

　株主資本 4,480 4,403

　　資本金 607 607

　　資本剰余金 343 343

　　利益剰余金 4,363 4,286

　　自己株式 △ 834 △ 834

　その他の包括利益累計額 230 245

　純資産合計 4,710 4,648

負債・純資産合計 30,738 33,384

科　目
前第2四半期

平成26年 7 月 1 日から
平成26年12月31日まで

当第2四半期
平成27年 7 月 1 日から
平成27年12月31日まで

売上高 45,645 49,238

　売上原価 40,863 44,222

売上総利益 4,782 5,016

　販売費及び一般管理費 4,547 4,821

営業利益 234 194

　営業外収益 18 23

　営業外費用 22 24

経常利益 230 193

　特別利益 11 15

　特別損失 0 0

税金等調整前四半期純利益 241 208

　法人税等合計 126 117

四半期純利益 115 91

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 115 91

科　目
前第2四半期

平成26年 7 月 1 日から
平成26年12月31日まで

当第2四半期
平成27年 7 月 1 日から
平成27年12月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,069 △ 1,420

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 251 △ 66

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,920 1,152

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） △ 1,399 △ 335

現金及び現金同等物の期首残高 4,171 2,296

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,772 1,961

連結決算の状況

四半期連結貸借対照表  （単位 ： 百万円） 四半期連結損益計算書 （単位 ： 百万円）

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位 ： 百万円）
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所有株式数 謹呈QUOカード 
100 株以上　500 株未満 1,000 円分 
500 株以上　1,000 株未満 2,000 円分 
1,000 株以上 4,000 円分 

所有株式数 謹呈QUOカード 
100 株以上　500 株未満 2,000 円分 
500 株以上　1,000 株未満 3,000 円分 
1,000 株以上 5,000 円分 

資 本 金 607,750,000円
上場金融商品取引所 東京証券取引所市場第二部
従 業 員 数 32名（単体）、1,159名（連結）
本 社 及 び 事 務 所 本　　　社 岡山県岡山市北区下石井1―1―3

 日本生命岡山第二ビル
東京事務所 東京都千代田区霞が関3―2―5
 霞が関ビルディング4階

■ 会社の概況

発行可能株式総数 18,000,000株
発行済株式数 6,250,000株（内自己株式639,238株）
1単元の株式の数 100株
株主数 3,732名

■ 株式の状況

株主名 持株数（千株） 持株比率（%）
株式会社マスプ 941 16.79
カワニシ従業員持株会 360 6.43
前島達也 331 5.91
前島洋平 305 5.44
株式会社山陰合同銀行 278 4.96
株式会社中国銀行 277 4.95
三井住友信託銀行株式会社 200 3.57
前島智征 186 3.33
株式会社伊予銀行 165 2.94
有限会社テイ・エム・テラオカ 152 2.71

大株主の状況

株式分布状況

毎年6月30日現在（基準日）の株主名簿に記録された株主の皆様へ、以下の基準によりQUO
カードを贈呈いたします。毎年1回、当社定時株主総会終了後の9月下旬に発送します。

保有年数3年未満  
▲

保有年数3年以上  
▲

会社及び株式の状況 （平成27年12月31日現在）

事 業 年 度 毎年７月１日から翌年６月30日まで
定 時 株 主 総 会 毎年９月開催
基 準 日 定時株主総会 毎年６月30日

期末配当金 毎年６月30日
中間配当金 毎年12月31日
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定
めた日

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご
照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設
されていない株主様は、下記の電話照会先にご連絡ください。
株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

株 主 名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 所

大阪市中央区北浜四丁目５番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(郵 便 物 送 付 先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(電 話 照 会 先)  0120-782-031
イ ン タ ー ネ ット
ホームページURL http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

【特別口座について】
　株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構）を利用されていな
かった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会
社に口座（特別口座といいます｡）を開設しております。特別口座についての
ご照会及び住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。
公 告 方 法 当社のホームページに掲載

(http://www.kawanishi-md.co.jp/)
上場金融商品取引所 東京証券取引所市場第二部（コード2689）
単 元 株 式 数 100株

株主メモ

金融機関
0.21％

金融機関 15.16％
その他国内法人
1.05％

その他国内法人 21.68％

証券会社 0.46％

証券会社 0.81％
外国人 0.27％

外国人 0.27％
自己株式

0.03％

自己株式 10.23％

個人・その他
97.98％

個人・その他
51.85％

所有者別
株主分布状況

所有株数別
株式分布状況

社外取締役 同前　雅弘※
社外取締役 福山　　健※
常勤監査役 石本　信幸
社外監査役 森脇　　正
社外監査役 佐藤　雄一※

※独立役員

■ 役　員
代表取締役会長 前島　智征
代表取締役社長 前島　洋平
取締役副会長 高井　　平
常務取締役 大畑　康壽
常務取締役 山本　　充
取締役 磯田　恭介
取締役 村田　宣治

株主優待のご案内

）（
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