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中間報告書

証券コード：6648

配電制御システムのリーディングカンパニー

商 号 株式会社かわでん
英 文 表 記 KAWADEN CORPORATION
代 表 者 代表取締役社長　西谷　賢
所 在 地 本社 〒999-2293

山形県南陽市小岩沢225
東京本社 〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-16-2　テクノポートカマタ C-5階

創 設 年 月 日 大正15年（1926年）3月1日
設 立 年 月 日 昭和15年（1940年）6月20日
従 業 員 数 592名
会 社 の 目 的 1）電気機械器具の設計、製作、販売

2）電気材料ならびに建築材料の販売
3） 電気工事の設計、監理ならびに電気に関する機

械器具の取付工事請負
4） 電子機器、無線通信機用部分品の設計、製作、

販売
5） その他前各号の目的を達成するに必要なる事業

ならびに出資
資 本 金 2,124,550,000円
建 設 業 の 許 可 許可番号　国土交通大臣許可（般−22）第5661号

許可年月日　平成22年11月29日
建設業の種類　電気工事業

通知電気工事業者通知 整理番号　関東東北産業保安監督部長み通　第19001号
通知の年月日　平成19年8月7日
電気工事の種類　自家用電気工作物

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
期末配当金の基準日 3月31日
中間配当金の基準日 9月30日
定 時 株 主 総 会 毎年6月
株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

連 絡 先 〒137−8081東京都江東区東砂7丁目10番11号 
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部 
TEL　0120−232−711（フリーダイヤル）

上場金融商品取引所 東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）
公 告 方 法 電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によ

ることができない事故その他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行います。
公告掲載URL　http://www.kawaden.co.jp/
なお、当社は貸借対照表ならびに損益計算書を上記URL
に掲載いたしております。

会社概要・株式情報

1株以上  374株 0.01％

50,000株以上
2,381,100株
56.80％

100株以上  404,826株 9.66％
1,000株以上  469,500株 11.20％

5,000株以上  190,400株 4.54％

10,000株以上 745,800株 17.79％

■会社概要（平成26年9月30日現在） ■株式の状況（平成26年9月30日現在）

●所有株数別分布状況

自己名義株式
988,500株
23.57％※

個人・その他
1,352,261株
32.26％

その他国内法人
1,662,000株
39.65％

金融機関  71,600株 1.71％

金融商品取引業者  9,039株 0.22％

外国法人等  108,600株 2.59％

※は、百分率の調整を行っております。

●所有者別分布状況

■役員（平成26年9月30日現在）

発行可能株式総数� 14,400,000株
発行済株式の総数� 3,203,500株
（自己株式988,500株を除く）
単元株式数� 100株
株主数� 2,092名
大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）
富士化学塗料株式会社 250,000 7.80
佐藤商事株式会社 115,000 3.59
かわでん従業員持株会 109,100 3.40
株式会社立花エレテック 108,500 3.38
株式会社関電工 100,000 3.12
株式会社きんでん 100,000 3.12
三菱商事株式会社 100,000 3.12
ステート ストリートバンク アンド トラストカンパニー 505224

（常任代理人 株式会社みずほ銀行） 100,000 3.12

株式会社弘電社 60,000 1.87
東光電気工事株式会社 60,000 1.87
株式会社都市管財センター 60,000 1.87
日本電設工業株式会社 60,000 1.87
株式会社ユアテック 60,000 1.87
北尾吉孝 60,000 1.87

注1.  当社は、自己株式を988,500株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
注2.  持株比率は自己株式を控除して計算しております。

■	株主メモ

1.  株券電子化に伴い、株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その
他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管
理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設され
ている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信
託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2.  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三
菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座
の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三
菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3.  未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払い
いたします。

◆ご注意

本　　社　〒999-2293　山形県南陽市小岩沢225　TEL　0238-49-2011
東京本社　〒144-0035　 東京都大田区南蒲田2-16-2 

テクノポートカマタ　C-5階　TEL　03-5714-4301

●	当社ホームページでは、会社案内、製品案内、IR情報など
の情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

http://www.kawaden.co.jp/

検	索かわでん

株式会社
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株主の皆様へ 事業モデルの紹介

　当社は、大正15年3月の創設以来、配電制御設備のリーディン
グカンパニーとして「コンサルティング」「設計」「製造」「販売」
「アフターサービス」の一貫事業体制を国内で最も早く構築し、特
にその生産技術・営業体制・財務基盤は万全のものであると自負し
ております。

　当社の創業の理念である「わが社は電気に生きる」の社是を、あ
らためて見つめなおし、「品質の更なる向上」「納期の厳守」はもち
ろんのこと、広い視野から「今、社会は何を必要とし、そのために
何ができるのか」を常に考え、社会が求める製品を研究開発し、
「顧客創造」に向けて尽力してまいります。

　今後もこれまでの豊富な納入実績を最大限に活用しての「リ
ニューアル事業の強化」はもとより、当社にしかできない高度な技
術力を養い、多様化するニーズに応え、カスタム型生産の優位性を
存分に発揮することにより、お客様満足度の向上に挑戦いたします。

　このような取り組みにおける成果を積み重ね、持続的な成長を実
現することで、今後も株主の皆様のご期待に応えてまいる所存でご
ざいます。

　株主の皆様におかれましては、引き続き格別のご支援を賜ります
よう心よりお願い申し上げます。

平成26年11月

「顧客満足度120％達成」への限りない挑戦
当社独自の高度な技術力で邁進してまいります

代表取締役社長

西 谷 　 賢

事業の内容 信頼の生産システム
　当社の製品は、日本国内の大型・中型オフィスビル、
病院、学校、工場、大型マンション等に設置されており
ます。機能により高低圧配電盤、自動制御盤、分電盤等
に区分されますが、多くの場合、それら一式を配電制御
設備として受注しております。製品は重量物であり、か
つ容積が嵩むこと、更にカスタムメイドの場合は納期が
建築物の建築工程に深く組込まれていること、受注から
製造までの間に顧客から仕様変更を要求されることが多
いこと等の特性により、国内の建築物向けとしては、海
外での生産には不向きな製品であり、ほとんどが国内企
業によりまかなわれているものと思われます。
　外注に多くを依存する競合他社が多い中、当社は社内
で研究から設計、製造、販売、アフターサービスまでの
事業部門を有しており、柔軟な対応が可能な体制を敷い
ております。

空調機器
照明機器

モーター・ポンプ

コンセント

空調
制御盤

監視
制御盤

動力
制御盤

電灯
分電盤

配電盤

電力会社
より

電灯分電盤
各フロアーに設置さ
れ、配電盤からの低
圧に変成された電気
を照明やコンセント
に送ります。

動力制御盤
配電盤からの電気をモーター
やポンプの発停及び制御に利
用します。

PDU盤
データセンター向けに開発さ
れた電源設備です。
停電時でもUPS等の系統に
瞬時に高速切替が可能です。

配電盤
電力会社からの高圧の電気を、ビル
内で使えるよう低圧に変成します。

空調制御盤
配電盤からの電気を
空調設備の発停及び
制御に利用します。

監視制御盤
ビル内の電気の使用状
態や異常を一括して監
視します。

製品設置イメージ〜オフィスビル 高品質と納期厳守を両立する
高度に合理化された生産管理システム

研究開発から設計・製造・検査までの
一貫体制により多様なニーズに対応

業界トップレベルの品質管理体制と全国を
網羅する24時間365日対応のアフターサービス
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札幌営業所

（平成26年9月現在）

秋田営業所 盛岡営業所

北海道・東北支社
仙台営業所

福島営業所

東関東営業所

東京本社・首都圏第一支社
第一営業所
第二営業所
横浜営業所

首都圏第二支社
第一営業所
第二営業所

エンジニアリング部
リニューアル第一チーム
リニューアル第二チーム
リニューアル第三チーム

監視盤チーム
新エネルギー・プラントチーム

静岡営業所

名古屋営業所
本社・工場・支社・営業所
保守サービス

関西・中部支社・関西第一営業所
関西第二営業所
関西第三営業所

関東支社　　
北関東営業所

本社・山形工場
山形営業所

長野営業所

鳥取出張所

高松営業所

広島営業所

西日本支社・福岡第一営業所
　　　　　　福岡第二営業所

九州工場・佐賀営業所

本社・山形工場
ISO14001、ISO9001の認証を取得 ISO9001の認証を取得

九州工場 （注）�当社は、平成25年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行ってお
ります。第92期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期
（第2四半期）純利益」を算定しております。

財務ハイライト

事業の内容 信頼の生産システム 日本全国をカバーする販売・サービス網
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日本全国をカバーする営業網を有しており、お客様
へのサービスに万全を期すべく24時間365日対応
可能なアフターサービス体制を構築しております。

売上高	 8,715百万円
経常利益	 804百万円
四半期純利益	 486百万円

前年同期比	 3.7％増
前年同期比	 72.0％増
前年同期比	 83.0％増
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財務ハイライト

事業の内容 信頼の生産システム 日本全国をカバーする販売・サービス網

空調機器
照明機器

モーター・ポンプ

コンセント

空調
制御盤

監視
制御盤

動力
制御盤

電灯
分電盤

配電盤

電力会社
より

高品質と納期厳守を両立する
高度に合理化された生産管理システム

研究開発から設計・製造・検査までの
一貫体制により多様なニーズに対応

業界トップレベルの品質管理体制と全国を
網羅する24時間365日対応のアフターサービス

日本全国をカバーする営業網を有しており、お客様
へのサービスに万全を期すべく24時間365日対応
可能なアフターサービス体制を構築しております。

売上高	 8,715百万円
経常利益	 804百万円
四半期純利益	 486百万円

前年同期比	 3.7％増
前年同期比	 72.0％増
前年同期比	 83.0％増

20,000
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10,000

5,000
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1,200

1,500

16,000 70

60

50

40

12,000

8,000

4,000

第92期
（H25.3期）

15,482

18,179

7,179

第93期
（H26.3期）

8,400

103.34

39.00

83.09

252.07

651

330
232

124

1,364

467

265

806

第92期
（H25.3期）

13,139

8,027

第93期
（H26.3期）

13,837

8,724

61.1
63.1

経常利益 純利益
経常利益 純利益

通　期：
第2Q：

通　期：
第2Q：

第94期
第2四半期
（H27.3期）

第92期
（H25.3期）

第93期
（H26.3期）

第94期
第2四半期
（H27.3期）

第92期
（H25.3期）

第93期
（H26.3期）

第94期
第2四半期
（H27.3期）

第94期
第2四半期
（H27.3期）

8,715

151.86

804

14,902

9,153

61.4

486

通　期：
第2Q：

売上高 （単位：百万円）

0

1株当たり当期純利益（単位：円）

0

経常利益・当期純利益（単位：百万円）

0

0 30

総資産額・純資産額・自己資本比率（単位：百万円、％）

総資産額 純資産額 自己資本比率
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商 号 株式会社かわでん
英 文 表 記 KAWADEN CORPORATION
代 表 者 代表取締役社長　西谷　賢
所 在 地 本社 〒999-2293

山形県南陽市小岩沢225
東京本社 〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-16-2　テクノポートカマタ C-5階

創 設 年 月 日 大正15年（1926年）3月1日
設 立 年 月 日 昭和15年（1940年）6月20日
従 業 員 数 592名
会 社 の 目 的 1）電気機械器具の設計、製作、販売

2）電気材料ならびに建築材料の販売
3） 電気工事の設計、監理ならびに電気に関する機

械器具の取付工事請負
4） 電子機器、無線通信機用部分品の設計、製作、

販売
5） その他前各号の目的を達成するに必要なる事業

ならびに出資
資 本 金 2,124,550,000円
建 設 業 の 許 可 許可番号　国土交通大臣許可（般−22）第5661号

許可年月日　平成22年11月29日
建設業の種類　電気工事業

通知電気工事業者通知 整理番号　関東東北産業保安監督部長み通　第19001号
通知の年月日　平成19年8月7日
電気工事の種類　自家用電気工作物

■四半期キャッシュ・フロー計算書（要旨）
（自 平成26年4月1日   至 平成26年9月30日） （単位：百万円）

財務諸表（要旨） 会社概要・株式情報

科　　　目 金　額

（資産の部）

流動資産 11,749

現金及び預金 4,972

受取手形及び売掛金 4,820

棚卸資産 1,388

繰延税金資産 502

その他 67

貸倒引当金 △1

固定資産 3,152

有形固定資産 2,138

建物（純額） 1,064

その他（純額） 1,074

無形固定資産 159

投資その他の資産 854

繰延税金資産 211

その他 682

貸倒引当金 △39

資産合計 14,902

科　　　目 金　額

売上高 8,715

売上原価 6,344

売上総利益 2,370

販売費及び一般管理費 1,553

営業利益 817

営業外収益 24

営業外費用 37

経常利益 804

特別損失 0

税引前四半期純利益 803

法人税、住民税及び事業税 415

法人税等調整額 △98

四半期純利益 486

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　　目 金　額

営業活動によるキャッシュ・フロー 850

投資活動によるキャッシュ・フロー △96

財務活動によるキャッシュ・フロー △124

現金及び現金同等物の増減額 629

現金及び現金同等物の期首残高 4,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,972

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　　目 金　額

（負債の部）

流動負債 4,832

買掛金 2,017

短期借入金 499

1年内返済予定の
長期借入金 217

未払法人税等 416

賞与引当金 494

その他 1,186

固定負債 916

長期借入金 162

退職給付引当金 638

その他 114

負債合計 5,748

（純資産の部）

資本金 2,124

資本剰余金 1,476

利益剰余金 7,313

自己株式 △1,861

有価証券評価差額金 100

純資産合計 9,153

負債・純資産合計 14,902

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

■四半期貸借対照表（要旨）
（平成26年9月30日現在） （単位：百万円）

■四半期損益計算書（要旨）
（自 平成26年4月1日   至 平成26年9月30日） （単位：百万円）

1株以上  374株 0.01％

50,000株以上
2,381,100株
56.80％

100株以上  404,826株 9.66％
1,000株以上  469,500株 11.20％

5,000株以上  190,400株 4.54％

10,000株以上 745,800株 17.79％

■会社概要（平成26年9月30日現在） ■株式の状況（平成26年9月30日現在）

●所有株数別分布状況

自己名義株式
988,500株
23.57％※

個人・その他
1,352,261株
32.26％

その他国内法人
1,662,000株
39.65％

金融機関  71,600株 1.71％

金融商品取引業者  9,039株 0.22％

外国法人等  108,600株 2.59％

※は、百分率の調整を行っております。

●所有者別分布状況

■役員（平成26年9月30日現在）

取 締 役 会 長 北 尾 吉 孝

代表取締役社長 西　 谷　　　　 賢

取 締 役 沢 村 幸 男

取 締 役 光 藤 淳 一

取 締 役 信 岡 久 司

取 締 役 武 田 吉 史

常 勤 監 査 役 佐 藤 博 之

監 査 役 今　 井　　　　 勝

監 査 役 山　 本　　　　 圭

発行可能株式総数� 14,400,000株
発行済株式の総数� 3,203,500株
（自己株式988,500株を除く）
単元株式数� 100株
株主数� 2,092名
大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）
富士化学塗料株式会社 250,000 7.80
佐藤商事株式会社 115,000 3.59
かわでん従業員持株会 109,100 3.40
株式会社立花エレテック 108,500 3.38
株式会社関電工 100,000 3.12
株式会社きんでん 100,000 3.12
三菱商事株式会社 100,000 3.12
ステート ストリートバンク アンド トラストカンパニー 505224

（常任代理人 株式会社みずほ銀行） 100,000 3.12

株式会社弘電社 60,000 1.87
東光電気工事株式会社 60,000 1.87
株式会社都市管財センター 60,000 1.87
日本電設工業株式会社 60,000 1.87
株式会社ユアテック 60,000 1.87
北尾吉孝 60,000 1.87

注1.  当社は、自己株式を988,500株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
注2.  持株比率は自己株式を控除して計算しております。



KAWADEN Inter im Business Report 2014 KAWADEN Inter im Business Report 2014

商 号 株式会社かわでん
英 文 表 記 KAWADEN CORPORATION
代 表 者 代表取締役社長　西谷　賢
所 在 地 本社 〒999-2293

山形県南陽市小岩沢225
東京本社 〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-16-2　テクノポートカマタ C-5階

創 設 年 月 日 大正15年（1926年）3月1日
設 立 年 月 日 昭和15年（1940年）6月20日
従 業 員 数 592名
会 社 の 目 的 1）電気機械器具の設計、製作、販売

2）電気材料ならびに建築材料の販売
3） 電気工事の設計、監理ならびに電気に関する機

械器具の取付工事請負
4） 電子機器、無線通信機用部分品の設計、製作、

販売
5） その他前各号の目的を達成するに必要なる事業

ならびに出資
資 本 金 2,124,550,000円
建 設 業 の 許 可 許可番号　国土交通大臣許可（般−22）第5661号

許可年月日　平成22年11月29日
建設業の種類　電気工事業

通知電気工事業者通知 整理番号　関東東北産業保安監督部長み通　第19001号
通知の年月日　平成19年8月7日
電気工事の種類　自家用電気工作物

■四半期キャッシュ・フロー計算書（要旨）
（自 平成26年4月1日   至 平成26年9月30日） （単位：百万円）

財務諸表（要旨） 会社概要・株式情報

科　　　目 金　額

（資産の部）

流動資産 11,749

現金及び預金 4,972

受取手形及び売掛金 4,820

棚卸資産 1,388

繰延税金資産 502

その他 67

貸倒引当金 △1

固定資産 3,152

有形固定資産 2,138

建物（純額） 1,064

その他（純額） 1,074

無形固定資産 159

投資その他の資産 854

繰延税金資産 211

その他 682

貸倒引当金 △39

資産合計 14,902

科　　　目 金　額

売上高 8,715

売上原価 6,344

売上総利益 2,370

販売費及び一般管理費 1,553

営業利益 817

営業外収益 24

営業外費用 37

経常利益 804

特別損失 0

税引前四半期純利益 803

法人税、住民税及び事業税 415

法人税等調整額 △98

四半期純利益 486

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　　目 金　額

営業活動によるキャッシュ・フロー 850

投資活動によるキャッシュ・フロー △96

財務活動によるキャッシュ・フロー △124

現金及び現金同等物の増減額 629

現金及び現金同等物の期首残高 4,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,972

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　　目 金　額

（負債の部）

流動負債 4,832

買掛金 2,017

短期借入金 499

1年内返済予定の
長期借入金 217

未払法人税等 416

賞与引当金 494

その他 1,186

固定負債 916

長期借入金 162

退職給付引当金 638

その他 114

負債合計 5,748

（純資産の部）

資本金 2,124

資本剰余金 1,476

利益剰余金 7,313

自己株式 △1,861

有価証券評価差額金 100

純資産合計 9,153

負債・純資産合計 14,902

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

■四半期貸借対照表（要旨）
（平成26年9月30日現在） （単位：百万円）

■四半期損益計算書（要旨）
（自 平成26年4月1日   至 平成26年9月30日） （単位：百万円）

1株以上  374株 0.01％

50,000株以上
2,381,100株
56.80％

100株以上  404,826株 9.66％
1,000株以上  469,500株 11.20％

5,000株以上  190,400株 4.54％

10,000株以上 745,800株 17.79％

■会社概要（平成26年9月30日現在） ■株式の状況（平成26年9月30日現在）

●所有株数別分布状況

自己名義株式
988,500株
23.57％※

個人・その他
1,352,261株
32.26％

その他国内法人
1,662,000株
39.65％

金融機関  71,600株 1.71％

金融商品取引業者  9,039株 0.22％

外国法人等  108,600株 2.59％

※は、百分率の調整を行っております。

●所有者別分布状況

■役員（平成26年9月30日現在）

取 締 役 会 長 北 尾 吉 孝

代表取締役社長 西　 谷　　　　 賢

取 締 役 沢 村 幸 男

取 締 役 光 藤 淳 一

取 締 役 信 岡 久 司

取 締 役 武 田 吉 史

常 勤 監 査 役 佐 藤 博 之

監 査 役 今　 井　　　　 勝

監 査 役 山　 本　　　　 圭

発行可能株式総数� 14,400,000株
発行済株式の総数� 3,203,500株
（自己株式988,500株を除く）
単元株式数� 100株
株主数� 2,092名
大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）
富士化学塗料株式会社 250,000 7.80
佐藤商事株式会社 115,000 3.59
かわでん従業員持株会 109,100 3.40
株式会社立花エレテック 108,500 3.38
株式会社関電工 100,000 3.12
株式会社きんでん 100,000 3.12
三菱商事株式会社 100,000 3.12
ステート ストリートバンク アンド トラストカンパニー 505224

（常任代理人 株式会社みずほ銀行） 100,000 3.12

株式会社弘電社 60,000 1.87
東光電気工事株式会社 60,000 1.87
株式会社都市管財センター 60,000 1.87
日本電設工業株式会社 60,000 1.87
株式会社ユアテック 60,000 1.87
北尾吉孝 60,000 1.87

注1.  当社は、自己株式を988,500株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
注2.  持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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配電制御システムのリーディングカンパニー

商 号 株式会社かわでん
英 文 表 記 KAWADEN CORPORATION
代 表 者 代表取締役社長　西谷　賢
所 在 地 本社 〒999-2293

山形県南陽市小岩沢225
東京本社 〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-16-2　テクノポートカマタ C-5階

創 設 年 月 日 大正15年（1926年）3月1日
設 立 年 月 日 昭和15年（1940年）6月20日
従 業 員 数 592名
会 社 の 目 的 1）電気機械器具の設計、製作、販売

2）電気材料ならびに建築材料の販売
3） 電気工事の設計、監理ならびに電気に関する機

械器具の取付工事請負
4） 電子機器、無線通信機用部分品の設計、製作、

販売
5） その他前各号の目的を達成するに必要なる事業

ならびに出資
資 本 金 2,124,550,000円
建 設 業 の 許 可 許可番号　国土交通大臣許可（般−22）第5661号

許可年月日　平成22年11月29日
建設業の種類　電気工事業

通知電気工事業者通知 整理番号　関東東北産業保安監督部長み通　第19001号
通知の年月日　平成19年8月7日
電気工事の種類　自家用電気工作物

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
期末配当金の基準日 3月31日
中間配当金の基準日 9月30日
定 時 株 主 総 会 毎年6月
株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

連 絡 先 〒137−8081東京都江東区東砂7丁目10番11号 
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部 
TEL　0120−232−711（フリーダイヤル）

上場金融商品取引所 東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）
公 告 方 法 電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によ

ることができない事故その他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行います。
公告掲載URL　http://www.kawaden.co.jp/
なお、当社は貸借対照表ならびに損益計算書を上記URL
に掲載いたしております。

会社概要・株式情報

1株以上  374株 0.01％

50,000株以上
2,381,100株
56.80％

100株以上  404,826株 9.66％
1,000株以上  469,500株 11.20％

5,000株以上  190,400株 4.54％

10,000株以上 745,800株 17.79％

■会社概要（平成26年9月30日現在） ■株式の状況（平成26年9月30日現在）

●所有株数別分布状況

自己名義株式
988,500株
23.57％※

個人・その他
1,352,261株
32.26％

その他国内法人
1,662,000株
39.65％

金融機関  71,600株 1.71％

金融商品取引業者  9,039株 0.22％

外国法人等  108,600株 2.59％

※は、百分率の調整を行っております。

●所有者別分布状況

■役員（平成26年9月30日現在）

発行可能株式総数� 14,400,000株
発行済株式の総数� 3,203,500株
（自己株式988,500株を除く）
単元株式数� 100株
株主数� 2,092名
大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）
富士化学塗料株式会社 250,000 7.80
佐藤商事株式会社 115,000 3.59
かわでん従業員持株会 109,100 3.40
株式会社立花エレテック 108,500 3.38
株式会社関電工 100,000 3.12
株式会社きんでん 100,000 3.12
三菱商事株式会社 100,000 3.12
ステート ストリートバンク アンド トラストカンパニー 505224

（常任代理人 株式会社みずほ銀行） 100,000 3.12

株式会社弘電社 60,000 1.87
東光電気工事株式会社 60,000 1.87
株式会社都市管財センター 60,000 1.87
日本電設工業株式会社 60,000 1.87
株式会社ユアテック 60,000 1.87
北尾吉孝 60,000 1.87

注1.  当社は、自己株式を988,500株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
注2.  持株比率は自己株式を控除して計算しております。

■	株主メモ

1.  株券電子化に伴い、株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その
他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管
理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設され
ている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信
託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2.  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三
菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座
の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三
菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3.  未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払い
いたします。

◆ご注意

本　　社　〒999-2293　山形県南陽市小岩沢225　TEL　0238-49-2011
東京本社　〒144-0035　 東京都大田区南蒲田2-16-2 

テクノポートカマタ　C-5階　TEL　03-5714-4301

●	当社ホームページでは、会社案内、製品案内、IR情報など
の情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

http://www.kawaden.co.jp/

検	索かわでん

株式会社


