
ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社
〒812-0027 
福岡県福岡市博多区下川端町2-1 博多座・西銀ビル10階
TEL 092-402-2922

環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用して印刷しています。

ご注意
各種お手続について
各種お手続につきましては、原則として、口座を開設されている口座管理機関

（証券会社等）で承ることになっております。口座を開設されている証券会社に
お問い合わせください。
※株主名簿管理人（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）ではお取扱いできませんので、
ご注意ください。
過年度の配当金について
過年度の配当金（未払配当金）のお支払手続につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行
株式会社にて承りますので、お問い合わせください。
特別口座で株式をお持ちの株主の方へ
特別口座に記録された株式に関する各種お手続につきましては、特別口座の
口座管理機関である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社にお問い合わせください。

事業年度 毎年6月1日から翌年5月31日まで
剰余金の配当基準日 5月31日  中間配当を行う場合は11月30日
定時株主総会 毎年8月
単元株式数 100株

株主名簿管理人
および
特別口座管理機関

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
(連絡先)
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部 
東京都府中市日鋼町1-1 
TEL 0120-232-711（通話料無料）
土日祝祭日を除く平日9：00〜17：00

(郵送先)
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部 
〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部
証券コード 9265

公告の方法

電子公告
当社ホームページ上にて公告を行います。
http://yhchd.co.jp/ 
ただし、事故その他のやむを得ない事由が生じた
場合は、日本経済新聞に掲載して公告を行います。

株主メモ

http://yhchd.co.jp/

ホームページのご案内

　当社ホームページでは、事業案内やIR情報などを
掲載しております。ぜひご覧ください。

スマートフォン
からもアクセス
できます。

証券コード：9265
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低侵襲治療分野

株主のみなさまへ セグメント情報

医療機器販売業

医療機器製造・販売業
売上高 1億92百万円

前年同期比 20.5%増

売上高
322億92百万円

前年同期比 1.8%減

売上高 31百万円
前年同期比 10.9%減経営理念のあくなき追求＆実践

「地域のヘルスケアに貢献する」
経営理念のあくなき追求＆実践

「地域のヘルスケアに貢献する」

2021年5月期（連結）  具体的経営目標

中期経営計画
（第2期～第4期）の推進

中期経営計画
（第2期～第4期）の推進

中計基本方針 ●SPD事業の推進
●主力商品分野の営業拡大による
　事業基盤強化
●医療ICT分野の営業強化
●新型輸液装置レンタル事業の
　全国展開
●整形手術器具の海外生産による
　市場供給開始

今期の
主な重点施策5点

今期の
主な重点施策5点

売上高 605億円
営業利益 5.3億円
経常利益 6億円
売上高経常利益率 1%以上

継続的な収益構造の確立に
向けた事業会社の構造改革、
および企業買収等によるヘル
スケア領域でのグループ力
の向上を図る

一般消耗品分野

一般消耗品分野では、医療機器消耗品の売上増加により112億12百
万円（前年同四半期比1.9％増）となりました。

売上高 112億12百万円
前年同期比 1.9%増

34.7%

専門分野

整形、理化学、眼科、皮膚・形成、透析により構成される専門分野
では、臨床検査システム等の理化学備品やレーザー治療機器等の

皮膚・形成備品の売上増加により56億64百万円（前年同四半期比3.7％増）
となりました。

売上高 56億64百万円
前年同期比 3.7%増

17.5%

情報・サービス分野

医療情報、設備、医療環境等により構成される情報・サービス分野
では、病院情報システム等の医療ＩＴ備品の売上増加により27億

12百万円（前年同四半期比11.0％増）となりました。

売上高 27億12百万円
前年同期比 11.0%増

8.4%

内視鏡、サージカル、循環器等により構成される低侵襲治療分野
では、電子内視鏡手術システム等の内視鏡備品や、腹腔鏡システム

等のサージカル備品の売上減少により77億73百万円（前年同四半期比
5.8％減）となりました。

売上高 77億73百万円
前年同期比 5.8%減

24.1%

医療機器製造・販売業におきまし
ては、主としてグループ開発製品

である整形外科用インプラントを製造・
販売しており、売上高は１億92百万円

（前年同四半期比20.5%増）、セグメント
利益は41百万円（前年同四半期比17.6％
増）となりました。

医療モール事業におきましては、
主として賃料収入により売上高は

31百万円（前年同四半期比10.9％減）、
セグメント損失は０百万円（前年同四半
期は２百万円のセグメント利益）となりま
した。

0.6%
医療モール事業

0.1%

99.3%

コロナ禍収束の先行きが不透明な中、当社グループは地域のヘルスケアに貢献
することにより、これからも持続的に進化・成長してまいります。

通期見通しおよび今後の事業展開について
　通期（2021年5月期）におきましては、新型コロナウイルスの影響による現状の
営業状況、および一昨年10月の消費増税時の駆け込み需要の反動等を鑑み、
減収を予想しております。また、利益面につきましても、販売費および一般管理費の
支出は減少するものの、売上減少に伴う売上総利益の減少により、営業利益、経常
利益および親会社株主に帰属する当期純利益は減益となる見込みです。
　これらの結果、通期の売上高は631億8百万円、営業利益5億24百万円、経常
利益5億78百万円、親会社株主に帰属する当期純利益3億45百万円を見込んで
おります。
　当社グループは、コロナ禍収束の先行きが不透明な中、地域のヘルスケアに
貢献することで使命を果たし、これからも持続的に進化・成長してまいる所存で
ございます。
　株主のみなさまにおかれましては、より一層のご理解とご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

一般機器分野　

一般機器分野では、ＣＴ、ＭＲＩ等の画像診断機器や超音波診断装置
等の売上減少により49億28百万円（前年同四半期比14.0％減）と

なりました。

売上高 49億28百万円
前年同期比 14.0%減

15.3%

Point

Point

Point Point

Point

Point

Point

主な経営テーマと経営の全体的方向性

代表取締役 執行役員 社長

　当社グループは、事業会社4社体制による収益力の強化を図るべく、グループ
間の相互連携を促進し、医業経営全般に渡る企画提案力を高める等、グループ
全体での市場価値向上に取り組んでおります。特に中核事業である医療機器販
売業におきましては、急性期医療機関向けの高度医療機器、内視鏡関連製品等の
低侵襲治療機器などの主力商品分野における営業を強化するとともに、充実した
物流網を活かしたSPD事業の推進を図っております。また、電子カルテシステム等の
医療情報システムの導入支援や、クリニックの開設・移転・リニューアルをサポート
する新規開業支援、医療・介護施設に対する専門的なコンサルティングサービスの
提供等、経営環境の変化が激しい医療機関に対する経営支援を強化しております。
なお、外部企業と業務提携して進めている新型輸液装置の販売・レンタルや、将来
的な市場拡大が見込める商材である医療機関向けICTサービス、注射調剤・監査
支援システム等の市場への着実な浸透を図っております。
　この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、325億2百万円(前年同
四半期比1.8%減)となりました。利益面につきましては、設備管理費等の販売費
および一般管理費の増加により営業利益は4億27百万円(前年同四半期比19.9%
減)、経常利益は4億60百万円(前年同四半期比21.0%減)、親会社株主に帰属する
四半期純利益は3億8百万円(前年同四半期比25.4%減)となりました。

（2021年５月期  第２四半期  連結売上高・構成比）
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１．当社の新型コロナウイルス感染症対策について
　当社は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大に対し、

「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、対策本部基本方針を
掲げるとともに、当社グループ各社において様々な対策を実施し、
お得意様、お取引先様、全従業員とその家族の安心・安全を確保し
ながら、医療機器、医療消耗品等の安定供給に努めております。
　また、当社は、対策本部基本方針の他、予防対策などを含む「対応策
実施概要」を定め、併せて従業員本人および家族に感染・濃厚接触の
疑いがある場合は、国・各都道府県・医療機関等への報告・相談・指示に
従って対応すると同時に、会社へ報告することを義務付けることに
より、社内における状況把握を行っております。　
　コロナ禍の収束の見通しがはっきりしない中、これからも、当社
グループは、感染症対策に取り組む医療機関をしっかりと支援する
ため、引き続きグループ一丸となって医療材料の安定供給体制の
確保に取り組んでまいります。

トピックス

２．新型コロナウイルス感染症対策に向けた寄附について
　当社は、新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大防止、また
終息に向けて最前線で日夜奮闘されている多くのみなさま、さらに、
自らの感染リスクを顧みず、感染された方々の治療や看護等に奮闘
されてこられた医療従事者のみなさまに対し、心から感謝と応援の
気持ちを表したく、寄附金を拠出させていただきました。
■寄附贈呈先：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
　　　　　　　鹿児島県
■寄附金総額：７００万円

　当社グループの山下医科器械株式会社は、経済産業省より2020年度「地域未来牽引企業（長崎県）」の選定を受けました。
　当該企業選定は、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの要を担っており、地域経済牽引
事業の中心的な担い手候補である企業を、経済産業省が選定
したものです。
　当社グループでは、医療に携わる責任を、社員一人ひとりが
共有し、お客様である医療機関のみなさま、また、その先の
患者様をサポートし、持続成長可能な企業を目指しております。
引き続き、地域ヘルスケアの発展に貢献できるよう、グループ
社員一同取り組んでまいります。

中核子会社 山下医科器械㈱が、「地域未来牽引企業（長崎県）」に選定されました。

コロナ禍における当社の対応について

財務ハイライト

経常利益

総資産／純資産

325億2百万円
前年同期比 1.8%減

3億8百万円
前年同期比 25.4%減

4億27百万円
前年同期比 19.9%減

4億60百万円
前年同期比 21.0%減

32.7％
前期末比 0.3ポイント増

売上高 営業利益

2019/5

61,533 64,658 63,108
（予想）

29,387
33,092 32,502

2020/5 2021/5

■第2四半期　■■通期　（単位：百万円）

自己資本比率親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

2019/5

522
560 524

（予想）

161

533

427

2020/5 2021/5

■第2四半期　■■通期　（単位：百万円）

2020/5

6,9386,938 7,1797,179

21,925

純資産
6,372
純資産
6,372

21,425総資産
20,320

2020/11
（第2四半期）

2019/5

2019/5

617 642 578
（予想）

202

582

460

2020/5 2021/5

■第2四半期　■■通期　（単位：百万円）

2020/5

32.731.4 32.4

2020/11
（第2四半期）

2019/5

（単位：％）

2019/5

144

459

345
（予想）

87

413

308

2020/5 2021/5

■第2四半期　■■通期　（単位：百万円）

総資産  219億25百万円
前期末比 2.3%増

純資産  71億79百万円
前期末比 3.5%増

（単位：百万円）

（2021年５月期  第２四半期  連結推移）

対策本部基本方針
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、正社員、パート
社員及び派遣社員を含むグループ全従業員とその家族の
安心・安全確保を基本方針とする。

福岡県ホームページより

3 4



会社概要・株式の状況

対象となる株主様
毎年５月31日現在の当社株主名簿に記載または記録され
た、1単元（100株）以上を保有する株主のみなさまを対象
に、年１回、株主優待を実施いたします。

優待の内容
下記の保有株式数および継続保有期
間に応じて、優待品（当社
オリジナルクオカード）を
贈呈いたします。

※1 継続保有期間の「１年以上」とは、毎年５月31日現在の株主名簿に、同一株主番号に
て連続して２回以上記載または記録されることとします。

※2 継続保有期間の「３年以上」とは、毎年５月31日現在の株主名簿に、同一株主番号に
て連続して４回以上記載または記録されることとします。

※3１年以上継続保有された株主様へのクオカード贈呈額は、当年５月31日の保有株式
数を基準といたします。

※4 貸株サービスをご利用の場合、対象から外れますので、詳しくは、ご利用の証券会社
にお尋ねください。

株主優待制度の内容

贈答の時期
優待品は、株主名簿に記載または記録された株主様の登録
ご住所に、８月下旬に郵送する予定です。

1年未満
100～999株 500円相当
1,000～1,999株 1,000円相当
2,000株以上 1,500円相当

1年以上3年未満 ※1、3

100～999株 1,000円相当
1,000～1,999株 2,000円相当
2,000株以上 3,000円相当

3年以上 ※2、3

100～999株 1,500円相当
1,000～1,999株 3,000円相当
2,000株以上 4,500円相当

配当状況・株主優待制度のご案内

　当社では、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な
内部留保を確保しつつ、安定かつ継続的な配当を実施する
ことを基本方針とし、配当水準として、連結配当性向30%を
基準に、業績等を勘案して利益還元を図っております。
　2021年5月期の期末配当につきましては、１株当たり41円と
予想しております。

配当方針

　株主のみなさまの日頃のご支援に感謝するとともに、より
多くのみなさまに当社グループの事業に対するご理解を一層
深めていただくこと、また、当社株式への投資の魅力を高め、
中長期的な視点で当社株式を保有していただける株主様の
増加を図ることを目的として、株主優待制度を設けています。

株主優待制度のご案内

当社は、株主のみなさまへの利益還元を
経営の重要政策として位置付けております。

2020/5

54.00

41.00

30.1

42.00

30.0

74.2

2021/5
（予想）

2019/5

■■1株当たり配当金（円） ／ ■配当性向（％）

大株主　2020年11月30日現在

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

山下　尚登 348,400 13.64
株式会社ミック 272,952 10.69
山下　弘高 130,000 5.09
従業員持株会 116,532 4.56
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 97,300 3.81
山下　耕一 93,900 3.67
株式会社十八親和銀行 70,000 2.74
株式会社EPARK 47,533 1.86
山下　浩 43,000 1.68
小沼　滋紀 42,200 1.65

株式の状況　2020年11月30日現在

発行可能株式総数 8,000,000株

発行済株式の総数 2,553,000株（自己株式114株を含む）

株主数 3,507名

株式分布状況

会社概要　2020年11月30日現在

会社名 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社
YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS,INC.

設立 2017年12月1日

資本金 4億9,402万5,000円

所在地
〒812-0027 
福岡県福岡市博多区下川端町２番１号 
博多座・西銀ビル 10階

従業員数 551名（連結）

グループ会社

山下医科器械株式会社　
株式会社イーピーメディック　
株式会社トムス
株式会社アシスト・メディコ

役　員　2020年11月30日現在

代表取締役 執行役員 社長 山下　尚登　

取締役 北野　幸文　

取締役 執行役員 伊藤　秀憲　

取締役 嘉村　厚　　

取締役 常勤監査等委員（社外） 松尾　正剛　

取締役 監査等委員（社外） 古閑　慎一郎

取締役 監査等委員（社外） 山下　俊夫　

取締役 監査等委員（社外） 斧田　みどり

●個人・その他
　1,670,467株
　65.43％

●金融機関
　418,300株
　16.38％

●金融商品取引業者
　46,044株
　1.80％

●その他の法人
　356,294株
　13.95％

●外国法人等
　61,781株
　2.42％

※当社は、自己株式114株を保有しておりますが、持株比率は自己株式を控除して算出して
おります。

※当社は、自己株式114株を保有しておりますが、持株比率は自己株式を控除して算出して
おります。
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