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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第94期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がなかったた

め記載していない。 

３ 従業員数については、就業人員数を記載している。 

４ 第98期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用している。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月

売上高 (百万円) 53,880 51,779 49,045 50,169 48,557

経常利益 (百万円) 4,586 4,110 3,703 4,235 3,674

当期純利益 (百万円) 1,280 3,237 959 2,431 1,444

純資産額 (百万円) 28,226 32,159 34,274 40,297 59,703

総資産額 (百万円) 94,125 98,256 110,239 116,239 116,336

１株当たり純資産額 (円) 807.42 926.24 987.47 1,148.12 1,151.74

１株当たり当期純利益 (円) 36.52 92.25 27.05 68.48 41.15

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― 92.16 26.89 68.10 41.04

自己資本比率 (％) 30.0 32.7 31.1 34.7 34.7

自己資本利益率 (％) 4.6 10.7 2.9 6.5 3.6

株価収益率 (倍) 14.2 7.6 49.4 40.1 46.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,607 4,067 6,836 1,210 3,390

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,699 △15 △6,151 △ 4,245 △ 2,004

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △354 △376 2,843 2,627 △781

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 14,427 18,103 21,631 21,224 21,828

従業員数 
［外 平均臨時 
雇用者数］

(名)
1,566 
[600]

1,485
[628]

1,470
[726]

1,417 
[768]

1,424
[782]



(2) 提出会社の経営指標等 

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第94期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がなかったた

め記載していない。 

３ 従業員数については、就業人員数を記載している。 

４ 第98期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用している。 

  

回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月

売上高 (百万円) 22,401 21,041 19,968 21,149 20,981

経常利益 (百万円) 284 240 276 1,043 1,177

当期純利益 (百万円) 390 2,110 182 1,685 1,096

資本金 (百万円) 1,750 1,750 1,750 1,780 1,790

発行済株式総数 (株) 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,099,000 35,130,000

純資産額 (百万円) 6,641 9,417 10,265 14,925 14,202

総資産額 (百万円) 37,872 41,575 49,972 53,228 49,435

１株当たり純資産額 (円) 189.99 271.25 295.77 424.87 404.89

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額)

(円) 
(円)

8.00 
(―)

8.00
(―)

8.00
(―)

8.00 
(―)

8.00
(―)

１株当たり当期純利益 (円) 11.15 60.43 5.24 47.63 31.23

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― 60.37 5.21 47.36 31.15

自己資本比率 (％) 17.5 22.7 20.5 28.0 28.7

自己資本利益率 (％) 5.7 26.3 1.8 13.4 7.5

株価収益率 (倍) 46.5 11.6 255.0 57.6 61.0

配当性向 (％) 71.5 13.2 152.7 16.8 25.6

従業員数 
［外 平均臨時 
雇用者数］

(名)
507 
[215]

466
[203]

441
[177]

434 
[169]

428
[169]



２ 【沿革】 

大正９年３月 製糸、蚕種、紡績等事業の発展に伴い、片倉組を改組し、片倉製糸紡績株式会社を

資本金5,000万円で設立、本社を東京の京橋におく

昭和３年７月 株式会社ジョイント商会を設立(現社名日本機械工業株式会社、連結子会社)

昭和14年10月 明治５年創設の旧官営富岡製糸場(株式会社富岡製糸所)を合併(昭和62年休止、富岡

工場管理事務所を新設)

昭和18年10月 東亜栄養化学工業株式会社を設立(現社名トーアエイヨー株式会社、連結子会社)

昭和18年11月 社名を片倉工業株式会社(現社名)に変更

昭和21年11月 大宮製作所(現加須工場)を新設、昭和29年自動車部品の生産を開始、以来、工業用

計器、情報処理機器の分野にも着手、事業を拡充

昭和24年５月 東京証券取引所に株式を上場

昭和29年５月 片倉ハドソン靴下株式会社を設立、婦人靴下事業開始(昭和37年片倉ハドソン株式会

社と社名変更)

昭和30年10月 片倉機器工業株式会社を設立(連結子会社)

昭和35年７月 メリヤス肌着事業開始(韮崎工場)、昭和45年白石工場を製糸工場から転換、同事業

を増強

昭和36年12月 日本ビニロン株式会社を設立(現社名株式会社ニチビ、連結子会社)

昭和40年６月 片倉富士紡ローソン株式会社を設立(現社名カフラス株式会社、連結子会社)

昭和42年６月 大宮ゴルフセンターを新設(開発事業開始)

昭和43年１月 片倉ハドソン株式会社を吸収合併

昭和48年３月 電子部品の加工組立を開始、以来各種半導体の事業を拡充(新潟工場、平成10年休

止)

昭和48年３月 取手ショッピングプラザを新設

昭和50年４月 カタクラ園芸センター山梨店(現ニューライフカタクラ石和店)を新設(小売事業開

始)、以降チェーン展開を進め、平成18年期末現在で13店舗を運営

昭和56年３月 松本カタクラモールを新設

昭和58年４月 大宮カタクラパークを新設

昭和62年10月 株式会社片倉キャロンを設立(現社名株式会社片倉キャロンサービス、連結子会社)

   〃 株式会社片倉シルクを設立(平成元年新明和株式会社と合併し、片倉明和株式会社に

社名変更)

昭和63年３月 蚕糸事業の集約効率化により１製糸工場(熊谷工場)１蚕種製造所(沼津蚕種製造所)

とする

平成３年１月 加須カタクラパークを新設

平成４年６月 熊谷工場の生糸製造を中止

平成４年７月 大宮製作所を加須市に移転し加須工場と改称

平成６年５月 松江片倉フィラチャーを新設

平成６年12月 熊谷工場及び沼津蚕種製造所を休止し蚕糸関係製造業務から撤退

平成７年９月 いわき片倉フィラチャーを新設

平成８年11月 熊本ショッピングセンターを新設

平成11年10月 宮之城片倉フィラチャーを新設

平成12年11月 熊谷片倉フィラチャーを新設

平成14年７月 片倉明和株式会社を吸収合併

   〃 韮崎工場、白石工場を休止し、メリヤス肌着の製造を国内外の協力工場へ移管

平成16年９月 カタクラ新都心モール(コクーン新都心)を新設

平成16年10月 白石片倉ショッピングセンターを新設

平成17年９月 富岡工場(旧官営富岡製糸場)の建物等を群馬県富岡市へ寄付(平成18年同工場の土地

を同市へ売却）

平成18年９月 沼津カタクラパークを新設



３ 【事業の内容】 

当社の企業集団は当社、子会社13社及び関連会社２社で構成され繊維事業、医薬品事業、機械関連事

業、サービス事業等の事業活動を展開している。 

当グループの事業に係る位置付けは、次のとおりである。 

なお、これらの事業区分と事業の種類別セグメント情報における事業区分は、同一である。 

 
子会社及び関連会社は、次のとおりである。 

 
  

繊維事業…………………… 当社が衣料品の製造・販売、ブランドライセンス業を行っており、子

会社㈱ニチビ、カフラス㈱が繊維製品の製造・販売を行っている。

医薬品事業………………… 子会社トーアエイヨー㈱が医療用医薬品の製造・販売を行っている。

機械関連事業……………… 当社が自動車部品等の製造・販売、石油製品等の輸入販売を行ってお

り、子会社日本機械工業㈱が消防自動車の製造・販売、片倉機器工業

㈱が農業用機械の製造・販売を行っている。

サービス事業……………… 当社がショッピングセンターの運営、不動産賃貸、ホームセンター等

の事業を行っており、子会社㈱片倉キャロンサービスがビル管理サー

ビスの事業を行っている。

その他の事業……………… 当社が遺伝子組換タンパク質の生産サービス、及び訪花昆虫等の製

造・販売を行っている。

連結子会社

㈱ニチビ ビニロンフィラメント糸及びその二次製品の製造・販売

トーアエイヨー㈱ 医療用医薬品の製造・販売

日本機械工業㈱ 消防自動車等の製造・販売

片倉機器工業㈱ 農業用機械、建築関連機材、家庭用機器の製造・販売

㈱片倉キャロンサービス ビル管理サービス業

カフラス㈱ ファンデーション用生地、製品の製造・販売

非連結子会社

※中越㈱ 不動産業

  ㈱片倉キャリアサポート 人材派遣業

㈱カタクラサービス 衣料品及び日用雑貨の集配・仕上業務

中央産業㈱ 損害保険並びに生命保険の取扱い

三全製薬㈱ 健康食品の充填・包装業務

東近紙工㈱ 紙器の製造・販売

東栄商事㈱ 物流・清掃・医薬品包装業務及び製薬用資材の販売

関連会社

㈱松義 各種繊維製品の販売

川俣ビニロン㈱ 各種繊維織物の製造加工並びに販売

※持分法適用会社



事業の系統図は次のとおりである。 

 

  
  



４ 【関係会社の状況】 

  

 
(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

２ 「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は間接所有である。 

３ 特定子会社は、㈱ニチビ、トーアエイヨー㈱の２社である。 

４ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はない。 

５ 債務超過会社であり、債務超過額は397百万円である。 

６ トーアエイヨー㈱については、売上高(連結会社間の内部取引を除く)の連結売上高に占める割合が100分の

10を超えている。 

 
７ 日本機械工業㈱については、売上高(連結会社間の内部取引を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10

を超えている。 

 
８ ㈱ニチビ、片倉機器工業㈱、㈱片倉キャロンサービス及びカフラス㈱については、売上高(連結会社間の内

部取引を除く)の連結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10以下であるため主要な損益情報等の記載を省

略している。 

  

名称 住所

資本金 
又は 
出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容

所有割合
(％)

被所有
割合(％)

役員の
兼任等

資金援助
営業上 
の取引

設備の
賃貸借

(連結子会社)
㈱ニチビ 
    (注)3.8

東京都 
中央区

468 繊維事業 70.0 ― 有 ― ― 有

トーアエイヨー㈱ 
     (注)3.6

〃 300 医薬品事業 57.8 ― 有 ― ― 有

日本機械工業㈱ 
    (注)5,7

〃 172
機械関連 
事業

70.4
(0.0)

― 有 ― ― 有

片倉機器工業㈱ 
    (注)8

〃 100
機械関連 
事業

91.7 ― 有 ― ― ―

㈱片倉キャロン 
サービス 
    (注)8

〃 65
サービス 
事業

100.0
(6.2)

― 有 ―

当社のビ
ル管理サ
ービスの
一部を委
託

有

カフラス㈱ 
    (注)8

〃 72 繊維事業 67.5 ― 有 ―
一部当社
で製品購
入

有

主要な損益情報等 (1) 売上高 17,123百万円

(2) 経常利益 2,787

(3) 当期純利益 1,199

(4) 純資産額 43,729

(5) 総資産額 56,760

主要な損益情報等 (1) 売上高 6,596百万円

(2) 経常損失 284

(3) 当期純損失 289

(4) 純資産額 △397

(5) 総資産額 4,958



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成18年12月31日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、従業員数欄の( )内は臨時従業員の年間平均雇用人員を外数で記載している。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年12月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、従業員数欄の( )内は臨時従業員の年間平均雇用人員を外数で記載している。

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社及び連結子会社の労働組合の状況は、次のとおりである。 

 
なお、労働組合との関係で特記すべき事項はない。 

  

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

繊維事業
246
（31)

医薬品事業 514

機械関連事業
371
(12)

サービス事業
190
(725)

その他の事業
32
(7)

消去又は全社
71
(7)

合計
1,424
(782)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

428
(169)

41.5 20.0 5,408,765

会社名 労働組合名 組合員数(人) 結成年月 上部組織

(提出会社)

片倉工業㈱ 片倉労働組合 372 昭和20年11月
全国繊維化学食品流通サービス一般労働
組合同盟(ＵＩゼンセン同盟)

(連結子会社)

㈱ニチビ ニチビ労働組合 122 昭和45年８月
全国繊維化学食品流通サービス一般労働
組合同盟(ＵＩゼンセン同盟)

トーアエイヨー㈱
トーアエイヨー株
式会社労働組合

355 昭和21年２月 ―

片倉機器工業㈱ 片倉機器労働組合 46 昭和21年６月
全国繊維化学食品流通サービス一般労働
組合同盟(ＵＩゼンセン同盟)

日本機械工業㈱
ＪＡＭ日本機械工
業労働組合

178 昭和21年１月 ＪＡＭ



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費に弱さがみられるものの、好調な企業業績を背景に

設備投資が高水準を維持し、米国・アジア向け輸出も堅調に推移するなど、景気は緩やかながらも拡大

を続けてきた。 

 このような環境のなかで、当社グループは、繊維・医薬品・機械関連などの製造事業においては、原

価低減の徹底によるコスト競争力の向上を図るとともに、品質と安全性の確保に努めてきた。また、シ

ョッピングセンターやホームセンターなどのサービス事業においては、施設の改善や環境整備を積極的

に進め、同業他社との差別化に努めてきた。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は、９月に開業した商業施設「沼津カタクラパーク」・「フラワ

ー＆ペット沼津店」（静岡県沼津市）等の増収要因はあったものの、既存ホームセンターの販売不振が

影響し、サービス事業全体で減収となり、また、薬価の引き下げによる医薬品事業の減収、消防自動車

の受注減による機械関連事業の減収等もあり、485億57百万円（前連結会計年度比３.２％減）となっ

た。 

 営業利益は、売上高の減少等もあり、35億64百万円（同13.５％減）となった。 

 経常利益は、営業外損益がほぼ前年並みだったため、36億74百万円（同13.２％減）となった。 

 当期純利益は、当社が群馬県富岡市の社有地を同市へ譲渡し、固定資産売却益を計上したが、減損損

失の発生や繰延税金資産の取り崩し等もあり、14億44百万円（同40.６％減）となった。 

 営業の概況を事業の種類別に示すと、次のとおりである。   

    ＜売上高の内訳＞ 

 
① 繊維事業 

肌着・靴下等の衣料品は、紳士・婦人の定番肌着や無地パンティストッキングなどが苦戦したが、

吸汗速乾、軽量・保温などの快適な着心地を追求した高機能素材インナーや婦人ソックス、柄パンテ

ィストッキングなどのトレンド商品群が好調に推移し、増収となった。 

 一方、機能性繊維では、主力の水溶性繊維のソルブロンが低価格の中国製の影響を受け減収とな

り、耐熱性繊維であるアルミナ長繊維も半導体・強化ガラス分野では増収となったものの、製鉄会社

の大型炉需要の一巡により、減収となった。 

 この結果、繊維事業の売上高は76億91百万円（前連結会計年度比０.１％減）となった。 

② 医薬品事業 

４月に実施された薬価の引き下げや後発医薬品市場の拡大等により、既存品市場での事業運営は厳

しい事業環境下にあった。 

 このような状況のなかで、７月にはニトログリセリン注射液、10月には不整脈治療剤を新たに発売

したが、薬価の引き下げによる影響が大きく、減収となった。 

平成17年12月期 平成18年12月期 増減

（百万円） （百万円） （百万円） （％）

繊維事業 7,701 7,691 △9 △0.1

医薬品事業 18,220 17,123 △1,096 △6.0

機械関連事業 10,292 10,071 △220 △2.1

サービス事業 13,570 13,292 △278 △2.0

その他の事業 384 378 △6 △1.6

合計 50,169 48,557 △1,611 △3.2



 この結果、医薬品事業の売上高は171億23百万円（同６.０％減）となった。 

③ 機械関連事業 

工業用計器や各種バルブは、公共事業の削減等により、水道用バルブの受注は減少したものの、プ

ラント向け工業用計器の受注が伸び、増収となった。また、トラック部品は、国内トラックメーカー

の中東・アジア向け輸出が好調なため受注が増加し、増収となった。 

 一方、消防自動車は、主要取引先である地方自治体の厳しい財政状態を背景に、需要動向は一段と

低迷し、競合各社間の激しい受注競争により減収となった。また、農業機械は、稲作関連機械の健闘

があったものの、畑作関連機械の不振により減収となった。 

 この結果、機械関連事業の売上高は100億71百万円（同２.１％減）となった。 

④ サービス事業 

ホームセンターの小売事業は、新業態の店舗として「フラワー＆ペット沼津店」（静岡県沼津市）

を９月に開業した。また、既存店においては、地域特性に合わせたきめ細かい運営に取り組んだもの

の、季節商品の不振や競争の激化により、減収となった。 

 ショッピングセンター等の開発事業は、テナント退店や賃貸料の値下げ圧力などの厳しい事業環境

下にあったが、２月には社宅跡地に賃貸マンション「キャロンコート横浜」（神奈川県横浜市旭

区）、９月には工場跡地に商業施設「沼津カタクラパーク」（静岡県沼津市）を開業するとともに、

開業３年目を迎えた「コクーン新都心」（埼玉県さいたま市大宮区）を含むさいたま新都心エリアが

順調に推移し、増収とった。 

 この結果、サービス事業の売上高は132億92百万円（同２.０％減）となった。 

 ⑤ その他の事業 

訪花昆虫は、昨年に続き新規の適用作物の増加により増収となったが、遺伝子組換タンパク質の生

産サービスが減収となり、その他の事業の売上高は３億78百万円（同１.６％減）となった。 

   



(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、

218億28百万円となり、前連結会計年度末に対して６億３百万円（前連結会計年度比２.８％）増加し

た。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、33億90百万円となり、前連結会計年度に対して21億80百万円(同

180.2％)の収入増となった。これは主に、前連結会計年度には、連結財務諸表提出会社において年金

資産の積立不足金を片倉厚生年金基金へ拠出したためである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、20億４百万円となり、前連結会計年度に対して22億40百万円(同

52.8％)の支出減となった。これは主に、預け入れ期間が３ヶ月を超える定期預金が増加したもの

の、社有地売却に伴う有形固定資産の売却による収入が16億40百万円増加し、有形固定資産の取得に

よる支出が29億59百万円減少したためである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、７億81百万円(前連結会計年度は26億27百万円の収入)となった。

これは主に、前連結会計年度には、長期借入れによる収入があったためである。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格ベースで表示している。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注実績 

提出会社及び連結子会社は、「機械関連事業」の一部を除き、原則として受注生産ではなく見込生産

である。 

なお、受注生産を行っている「機械関連事業」の当連結会計年度の受注高及び当連結会計年度末の受

注残高は、次のとおりである。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
  

 
  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

繊維事業 3,815 96.8

医薬品事業 15,527 88.8

機械関連事業 9,850 103.8

その他の事業 375 98.2

合計 29,569 94.5

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同期比
(％)

受注残高(百万円)
前年同期比
(％)

機械関連事業 8,901 101.0 3,874 101.8

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

繊維事業 7,691 99.9

医薬品事業 17,123 94.0

機械関連事業 10,071 97.9

サービス事業 13,292 98.0

その他の事業 378 98.4

合計 48,557 96.8

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

アステラス製薬㈱ 18,021 35.9 16,922 34.8



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、事業の成長と拡大を目指し、既存事業を一層強化するとともに、新しい事業の創出に

努めていく。 

① 繊維事業 

肌着・靴下等の衣料品は、ファッション性、機能性を重視した開発を積極的に行い、ブランドの再構

築に努めていく。また、機能性繊維は、アルミナ長繊維を中心とした成長分野へ経営資源を重点投入

し、業容の拡大を目指していく。 

② 医薬品事業 

薬価改定の影響や医療費抑制策の浸透による後発医薬品市場の拡大等により、既存品市場での事業運

営は一段と厳しい状況下にあるが、循環器領域に特化した研究開発をさらに進めるとともに、他社との

積極的なライセンス提携や高付加価値後発品の開発による製品ラインナップの拡充を図り、事業収益の

拡大を目指していく。 

③ 機械関連事業 

各種バルブ・環境機器については、さらなる保有技術の向上に努めるとともに、開発力・マーケティ

ング力の強化を図り、成長分野への展開を目指していく。また、消防自動車については、石油コンビナ

－ト向けの大容量泡放水システムの開発を進め、今後の受注確保に努めていく。 

④ サービス事業 

他社の商業施設との競争が益々激しさを増すなか、既存施設については、鮮度維持に努めるととも

に、積極的な販売促進活動の展開により、事業収益の拡大を目指していく。 

 なお、さいたま新都心駅前社有地の第二期開発については、「コクーン新都心」(埼玉県さいたま市大

宮区)を含む新都心エリア全体の魅力あふれる街づくりに向けて、鋭意検討していく。 

 また、その他の社有資産の有効活用についても、引き続き積極的な検討を実施していく。 

⑤ その他の事業 

遺伝子組換タンパク質の生産サービスの拡販に努めるとともに、これまで改良を積み重ねてきたタン

パク質生産技術のさらなる研究を進めていく。 

 今後もグループ各社はそれぞれの事業領域において、経営資源の効率的な活用を図り、収益力を高め

つつ売上規模を拡大し、長期的に安定した収益の確保を目標としていく。 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがある。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項

についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情

報開示の観点から記載している。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもの

である。 

また、以下の記載事項は、当社株式への投資に関するリスクの全てを網羅したものではない。 

(1) 特定の取引先等 

医薬品事業を営む連結子会社トーアエイヨー㈱の売上高は、大部分が特定の取引先に対するものであ

る。また、サービス事業のうち、ショッピングセンター事業については、特定の取引先が複数のショッ

ピングセンターに核テナントとして入店している。そのため、当該取引先の経営計画の変更等により、

現在の取引形態の変更が余儀なくされるような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

る。 



(2) 医薬品事業に関する法的規制等 

医薬品事業は、薬事行政によりさまざまな規制を受けている。薬事法の改正、薬価の改定、診療報酬

の改定等の医療費抑制策や、開発、製造及び流通にかかる諸規制の厳格化等により、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性がある。 

(3) 医薬品の研究開発に内在する不確実性 

医薬品の開発には多額の研究開発費と長い期間が必要とされるが、開発の過程で期待した有効性が証

明できない場合や、重篤な副作用が発現した等の理由により、開発の継続を断念しなければならない可

能性があり、上市や事業としての成功の可能性には不確実性がある。 

(4) 市場環境の変動 

機械関連事業のうち、消防自動車の製造・販売事業については、主な取引先が地方自治体である。そ

のため、地方自治体の施策や財政状態、また国の補正予算の有無等により、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性がある。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

特になし。 

  



６ 【研究開発活動】 

当社グループでは、繊維事業、医薬品事業、機械関連事業及びその他の事業の各事業領域で、新しい

製・商品の開発、既存製・商品の品質の向上、新しい技術の発見等を目的とした研究開発活動を行ってい

る。 

 事業の種類別セグメントにおける主な研究開発活動は、次のとおりである。 

(1) 繊維事業 

繊維事業では、インナーウェアで提出会社の衣料品事業部が、機能素材繊維で連結子会社の㈱ニチビ

がそれぞれ研究開発活動を行っている。 

  インナーウェアでは、体型の変化や乾燥肌に対応できる身体に優しい商品の開発や環境に配慮したリ

サイクル素材の商品開発を行っている。   

  機能素材繊維では、主に断熱材として利用されているアルミナ長繊維、及び主にフィルターの素材と

して利用されているイオン交換繊維の研究開発を行っている。アルミナ長繊維については、耐熱性を強

化する研究を行っている。イオン交換繊維については、特殊ろ紙への応用の研究を行っている。 

 当事業に係る研究開発費は、１億48百万円である。 

(2) 医薬品事業 

医薬品事業を営むトーアエイヨー㈱では、循環器領域を中心とした医療用医薬品に特化した研究開発

を行っている。新薬開発については、経皮吸収型製剤(皮膚から有効成分を浸潤させる薬剤)を用いた独

自の循環器製剤、及び後発品を含めた高付加価値製剤を最重要研究テーマとしている。また、他社及び

研究機関との共同開発やライセンス提携を積極的に展開している。 

 当事業に係る研究開発費は、18億17百万円である。 

(3) 機械関連事業 

機械関連事業では、トラック部品で提出会社の機械電子部が、消防防災機器で連結子会社の日本機械

工業㈱が研究開発を行っている。 

 トラック部品では、中型トラック用の天然ガス燃料供給ユニットを開発しており、平成19年７月以降

の販売を目指している。 

 消防防災機器では、石油コンビナート等特別防災区域における消火システム（大容量泡放射システ

ム）の開発を行っている。 

 当事業に係る研究開発費は、１億20百万円である。 

(4) その他の事業 

その他の事業では、提出会社の生物科学研究所が研究開発活動を行っている。 

  同研究所では、蚕を用いてヒトのタンパク質を生産する際の、生産技術に係わる各種問題点の 改良

研究を行っている。主要課題として、蚕でヒトのタンパク質を生産させた場合、タンパク質の種類によ

っては立体構造が本来のヒト型と比べて異なる問題がある。この解決のために、蚕を遺伝子組み換えの

技術によって改良したり、ヒトと比べて蚕に不足する成分を補う試みをしており、いくつかのタンパク

質に対しては、有効な手法が見つかりつつある段階である。平成19年度には、有効性が確認できた段階

で、順次タンパク質の生産サービスに導入していく。 

  また、同研究所ではタンパク質チップ（デバイス上に抗体等のタンパク質を多種類搭載した、疾病診

断を行う装置）の予備開発に着手している。現在、試験的に搭載するタンパク質の準備や測定技術の選

択検討等を行っている段階である。 

 当事業に係る研究開発費は、２億68百万円である。 

 上記各事業に配賦できない研究開発費は０百万円である。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結会社）が判断

したものである。 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠し

て作成している。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者は、会計方針の選択・適用、期末日にお

ける資産・負債及び会計期間における収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とし

ている。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しているが、実際の

結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合がある。  

 当社グル―プの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第５ 経理の状況 の連結財務諸表の

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しているが、特に次の重要な会計方針が連

結財務諸表作成における重要な見積りの判断に影響を及ぼすと考えている。 

① 投資有価証券 

当社グループの保有する投資有価証券は、株式市場の価格変動リスクや、経営状態・財務状態の悪

化による価格の下落リスクを負っているため、社内規定により、その他有価証券で時価のある株式に

ついては、下落率30％以上のものについては減損処理を行っている。このため、株式市況の変動によ

り、投資有価証券の減損費用が発生する可能性がある。 

② 繰延税金資産 

当社グループは、繰延税金資産の回収可能性の評価に際し、将来の課税所得を合理的に見積ってい

る。繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、課税所得の見積額が減

少した場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性がある。 

③ 退職給付債務 

当社グループの退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待運用

収益率に基づいて算出されている。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更され

た場合、将来期間において認識される費用及び債務に影響を及ぼし、当社グループの業績及び財務状

況に悪影響を及ぼす可能性がある。 

(2) 当連結会計年度の財政状態の分析 

① 資産の部 

流動資産は、子会社において資金運用の一部を短期金融債から長期国債へと切り替えたことにより

有価証券が18億12百万円減少したものの、事業収益や減価償却費等により現金及び預金が17億２百万

円増加し、加えて売上債権が12億37百万円、現先での運用によりその他の流動資産が10億34百万円そ

れぞれ増加した。この結果、前連結会計年度末に比べ15億38百万円増加の594億82百万円（前連結会

計年度比2.7％増）となった。 

 固定資産は、長期国債の購入等により投資有価証券が７億30百万円増加したものの、減損損失や減

価償却費の計上により有形固定資産が20億42百万円減少した。この結果、前連結会計年度末に比べ14

億41百万円減少の568億53百万円（同2.5％減）となった。 

 上記により総資産額は、前連結会計年度末に比べ96百万円増加の1,163億36百万円（同0.1％増）と

なった。 

② 負債の部 

 流動負債は、仕入債務が９億74百万円増加し、当連結会計年度から１年以内返済予定預り保証金９

億42百万円を流動負債へ計上したため、その他の流動負債が17億45百万円増加した。この結果、前連

結会計年度末に比べ26億68百万円増加の238億64百万円（同12.6％増）となった。 



 固定負債は、１年以内返済予定預り保証金９億42百万円の流動負債への計上や取引先への保証金返

還等により預り保証金・敷金が25億９百万円減少し、保有株式の株価の下落により繰延税金負債が９

億90百万円減少した。この結果、前連結会計年度末に比べ34億81百万円減少の327億68百万円（同

9.6％減）となった。 

 上記により負債総額は、前連結会計年度末に比べ８億12百万円減少の566億32百万円（同1.4％減）

となった。 

 なお、有利子負債の額は、預り保証金の返還等により12億58百万円減少の172億37百万円（同6.8％

減）となった。 

③ 純資産の部 

純資産は、当連結会計年度から少数株主持分193億４百万円を含めて表記していることや、利益計

上により利益剰余金が11億23百万円増加した結果、前連結会計年度末の資本合計に比べ194億５百万

円増加の597億３百万円（同48.2％増）となった。 

 また、自己資本比率は、前連結会計年度並みの34.7％となった。 

(3) 当連結会計年度の経営成績の分析 

① 売上高 

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ16億11百万円減収の485億57百万円（前連結会

計年度比3.2％減）となった。 

 これは主に、薬価の引き下げなどによる医薬品事業の減収が要因である。 

② 売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益 

当連結会計年度の売上原価は、前連結会計年度に比べ12億43百万円減少の306億24百万円（同3.9％

減）となり、売上原価率は前連結会計年度に比べ0.4ポイント改善して63.1％となった。 

 しかしながら、売上総利益は売上高の減少が影響し、前連結会計年度に比べ３億67百万円減益の

179億33百万円（同2.0％減）となった。 

 また、販売費及び一般管理費は、主に退職給付費用の負担減により労務費が減少したものの、研究

開発費や広告宣伝費等が増加したため、前連結会計年度に比べ１億88百万円増加の143億69百万円

（同1.3％増）となった。 

 なお、売上高販管費率は、費用の増加に加え売上高の減少により、前連結会計年度に比べ1.3ポイ

ント上昇して29.6％となった。 

 以上の結果、営業利益は、前連結会計年度に比べ５億56百万円減益の35億64百万円（同13.5％減）

となった。 

③ 営業外収益（費用）、経常利益 

営業外収益（費用）は、前連結会計年度に比べ４百万円減益の１億10百万円（同3.5％減）の収益

（純額）となった。これは、受取配当金の増加や休止事業所経費等の減少があったものの、主に預り

保証金に対する支払利息が増加したためである。 

 以上の結果、経常利益は、前連結会計年度に比べ５億60百万円減益の36億74百万円（同13.2％減）

となった。 

④ 特別利益（損失）、税金等調整前当期純利益 

特別利益（損失）は、２億19百万円の利益（純額）となった（前連結会計年度は２億19百万円の損

失（純額））。これは、当連結会計年度には遊休資産の地価下落などにより減損損失13億62百万円を

計上したものの、群馬県富岡市への旧富岡工場（旧官営富岡製糸場）の土地売却等による固定資産売

却益17億16百万円を計上したことが主な要因である。 

以上の結果、税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度に比べ１億22百万円減益の38億93百万円



（同3.1％減）となった。 

⑤ 法人税等、少数株主利益、当期純利益 

法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を合計した税金費用は、前連結会計年度に比べ10億49

百万円増加の19億52百万円（同116.2％増）となった。 

 なお、税金等調整前当期純利益に対する負担率は50.1％となり、前連結会計年度に比べ27.6ポイン

ト上昇した。これは、前連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する負担率が、繰延税金資産に

対する評価性引当額の大幅な減少により、著しく低かったためである。 

 少数株主利益の控除額は、主に子会社であるトーアエイヨー㈱の利益が大幅に減少したため、前連

結会計年度に比べ１億84百万円減少の４億97百万円（同27.0％減）となった。 

 以上の結果、当期純利益は前連結会計年度に比べ９億87百万円減益の14億44百万円（同40.6％減）

となり、売上高当期純利益率は前連結会計年度に比べ1.8ポイント低下の3.0％となった。 

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度において、当社グループ（当社及び連結子会社）が行った設備投資の総額は、15億53百

万円であった。 

主たる設備投資は、サービス事業においてショッピングセンター建設に伴う投資を中心に６億４百万

円、医薬品事業において生産設備の増強に伴う投資を中心に５億69百万円、繊維事業において生産設備の

増強に伴う投資を中心に１億96百万円であった。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

                                   平成18年12月31日現在 

 
  

(2) 国内子会社 

  

 
  

事業所名 主な所在地
事業の種類別 
セグメントの 
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(人)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

加須工場 埼玉県加須市 機械関連事業 生産設備 248 59 0
(34) 23 331 99

(3)

ニューライフ
カタクラ店

福島県いわき
市他

サービス事業 営業設備 355 0 15
(28)

32 403 58
(129)

大宮ゴルフセ
ンター

埼玉県さいた
ま市大宮区

〃 〃 287 8 16
(22) 1 314 2

(7)

取手ショッピ
ングプラザ

茨城県取手市 〃 〃 318 ― 384
(8) 3 706 6

(1)

大宮カタクラ
パーク

埼玉県さいた
ま市大宮区

〃 〃 1,284 ― 31
(81) 10 1,326 7

加須カタクラ
パーク

埼玉県加須市 〃 〃 556 ― 25
(24) 0 583 6

松江片倉 
フィラチャー

島根県松江市 〃 〃 2,269 ― 29
(49) ― 2,298 ―

いわき片倉 
フィラチャー

福島県いわき
市

〃 〃 793 ― 26
(22) ― 819 ―

熊谷片倉 
フィラチャー

埼玉県熊谷市 〃 〃 3,203 21 56
(38) 8 3,289 1

カタクラ新都
心モール

埼玉県さいた
ま市大宮区

〃 〃 5,636 8 0
(32) 86 5,731 15

(1)

研究所
埼玉県狭山市
他

その他の事業 研究設備 293 4 64
(33) 79 442 32

(7)

本店 東京都中央区
消去又は全社
他

管理設備 117 0 ― 14 132 174
(21)

本店管轄資産
東京都八王子
市他

サービス事業
他

管理設備他 324 39 970
(375) 13 1,347 ―

会社名 主な所在地

事業の種類別 

セグメントの 

名称

設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業 

員数 

(人)
建物及び 

構築物

機械装置 

及び運搬具

土地 

(面積千㎡)
その他 合計

㈱ニチビ 静岡県藤枝市 繊維事業 生産設備他 189 290 152
(135) 11 643 150

(2)

トーアエイヨ
ー㈱

福島県福島市 医薬品事業 生産設備他 3,428 770 2,692
(238) 323 7,214 514

日本機械工業
㈱

東京都八王子
市

機械関連事業 生産設備他 116 33 520
(16) 15 685 218

(8)

片倉機器工業
㈱

長野県松本市 機械関連事業 生産設備他 14 15 25
(53) 26 82 54

(1)

㈱片倉キャロ
ンサービス

茨城県取手市 サービス事業 営業設備他 0 2 12
(2) 0 15 39

(587)

カフラス㈱ 長野県松本市 繊維事業 生産設備他 0 4 ― 0 4 21
(15)



(3) 在外子会社 

該当事項なし。 

(注) １ 帳簿価額には消費税等は含まれていない。 

２ 帳簿価額には建設仮勘定を含めていない。 

３ 従業員数の( )は、平均臨時雇用者数を外書している。 

４ 提出会社の「本店」の本社屋敷地は借地であり、本社屋の一部はテナントに賃貸している。 

５ 上記設備のほかにリース契約による主な賃借設備は、次のとおりである。 

  

 
  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

  

 
  

(2) 重要な設備の除却等 

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はない。 

  

  

名称 台数 月額賃借料 リース契約残高 備考

クレジット管理シス 
テム

１式 691千円 22,803千円 リース契約（期間5年）

汎用コンピューター １式 326千円 10,787千円    〃

サーバーシステム １式 1,029千円 42,213千円    〃

流通システム １式 367千円 15,071千円    〃

発注端末機 １式 269千円 12,145千円    〃

経営分析システム １式 269千円 13,988千円    〃

会社名 
事業所名

所在地
事業の種類別
セグメントの 
名称

設備の内容

投資予定金額
(百万円)

資金調達方法

着手及び完了予定

総額 既支払額 着手 完了

トーアエイ

ヨー㈱ 

仙台工場

宮城県 

黒川郡 

大和町

医薬品事業
生産設備 

の増設
650 ― 自己資金

平成19年 

２月

平成20年 

２月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成19年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれていない。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 140,000,000

計 140,000,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年３月29日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 35,130,000 35,132,000

東京証券取引所
市場第１部 
大阪証券取引所 
市場第１部

―

計 35,130,000 35,132,000 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

  

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割または株式併合の時点で行使
されていないものについて、次の算式によりその目的たる株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端
数は切り捨てる。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は目的たる株式
数の調整を行うものとする。 

３ 各新株予約権の行使に際して払込を為すべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１
株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。 
なお、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場
合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとす
る。 

株主総会の特別決議日(平成15年３月28日)

事業年度末現在
(平成18年12月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年２月28日)

新株予約権の数(個)  116     (注)１ 114

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 116,000     (注)２ 114,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 625     (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年３月28日～
平成21年３月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   625
資本組入額  313

同左

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割り当て
を受けた取締役、監査役
および執行役員は退任
後、新株予約権の割り当
てを受けた従業員は定年
または会社都合による退
職後も権利行使できる。
た だ し、解 任、懲 戒 解
雇、諭旨解雇、禁固以上
の刑に処せられた者、競
業会社もしくは同業他社
の取締役、監査役または
使用人となった者(当社取
締役会の書面による承諾
を事前に得た場合を除く)
は、新株予約権を行使で
きない。
(2) 新株予約権の割り当て
を受けた者が死亡した場
合、相続人は権利行使す
ることができない。
(3) 割り当てられた新株予
約権個数の全部または一
部につき行使することが
できる。ただし、一部を
行使する場合には、割り
当てられた新株予約権の
整数倍の単位で行使する
ものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

既発行 
＋新規発行株式数×１株当たり行使価額



 
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数
とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前株
価」を「処分前株価」に読み替えるものとする。 
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１
円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等において、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものと
する。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

  

 該当事項なし。 

  

調整後 
行使価額

＝ 調整前 
行使価額

×株式数 新規発行前株価

既発行株式数＋新規発行株式数

調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
１

分割または併合の比率



(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 片倉明和㈱を吸収合併したことによる増加である。 

２ 新株予約権の行使による増加である。なお、平成19年１月１日から平成19年２月28日までの間に、新株予約

権(ストックオプション)の権利行使により発行済株式数が２千株、資本金が０百万円及び資本準備金が０百

万円増加している。 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成18年12月31日現在 

 
(注) １ 自己株式53,467株は「個人その他」に534単元及び「単元未満株式の状況」に67株含めて記載している。 

２ 証券保管振替機構名義の株式は100単元であり、「その他の法人」に含めて記載している。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金
増減額 
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成14年７月１日    (注)１ ― 35,000 ― 1,750 32 265

平成17年３月28日～ 
平成17年12月31日    (注)２

99 35,099 30 1,780 30 296

平成18年１月１日～ 
平成18年12月31日    (注)２

31 35,130 9 1,790 9 306

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数 
(人)

4 66 42 297 59 8 3,407 3,883 ―

所有株式数 
(単元)

25 155,329 5,092 75,378 65,926 80 48,798 350,628 67,200

所有株式数 
の割合(％)

0.00 44.30 1.45 21.49 18.80 0.02 13.91 100.00 ―



(6) 【大株主の状況】 

平成18年12月31日現在 

 
(注) １ 三井物産株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式3,600千

株を含んでいる。 

２ みずほ信託銀行株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式

148千株を含んでいる。 

３ アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッドから、平成18年８月31日付で提出された大量保有報告

書により、平成18年８月24日現在、1,804千株を保有している旨の報告を受けているが、当社として当事業

年度末時点における所有株式数を確認することができないため、上記大株主の状況には含めていない。 

なお、当該大量保有報告書の内容は、次のとおりである。 

 
  

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 4,531 12.89

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 2,115 6.02

バンク オブ ニューヨーク 
ジーシーエム クライアント 
アカウンツ イー アイエスジ
ー（常任代理人 株式会社三菱東
京UFJ銀行）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

1,704 4.85

株式会社みずほコーポレート銀
行

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 1,690 4.81

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 1,690 4.81

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 1,400 3.98

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 1,023 2.91

片倉共栄会 東京都中央区京橋三丁目１番２号 1,018 2.89

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 999 2.84

ジェーピー モルガン チェー
ス バンク380084（常任代理
人 株式会社みずほコーポレート
銀行）

125 LONDON WALL, LONDON, EC2Y 5AJ, U.K
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

894 2.54

計 ― 17,064 48.57

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

アセット バリュー インベス
ターズ リミテッド

3rd FLOOR, BENNET HOUSE, 54ST. JAME'S
STREET, LONDON SW1A1JT

1,804 5.14



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年12月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式を10,000株(議決権の数100個)含めて

記載している。 

２ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式67株が含まれている。 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己株式)
普通株式 53,400

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

(相互保有株式)
普通株式 34,400

― 同上

完全議決権株式(その他)
普通株式

34,975,000
349,750 同上

単元未満株式  
普通株式 67,200 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 35,130,000 ― ―

総株主の議決権 ― 349,750 ―



② 【自己株式等】 

平成18年12月31日現在 

 
(注) 株式会社松義は、当社の取引会社で構成される持株会（片倉共栄会 東京都中央区京橋三丁目１番２号）に加

入しており、同持株会名義で当社株式23,430株を保有している。 

  

(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用している。 

当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、以下の要領により、特に有利な条

件をもって新株予約権を発行することを平成15年３月28日開催の第94回定時株主総会において特別決議

されたものである。 

当該制度の内容は、次のとおりである。 

  

 
  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己株式) 
片倉工業株式会社

東京都中央区京橋 
三丁目１番２号

53,400 ― 53,400 0.15

(相互保有株式) 
株式会社松義

東京都千代田区東神田 
一丁目17番１号

11,000 23,400 34,400 0.09

計 ― 64,400 23,400 87,800 0.24

決議年月日 平成15年３月28日

付与対象者の区分及び人数

取締役  7名
監査役   4名 
執行役員  5名 
従業員  169名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―



２ 【自己株式の取得等の状況】 

 
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

  

 該当事項なし。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

  

 会社法第155条第３号による取得 

 
  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

 旧商法第221条第６項及び会社法第155条第７号による取得 

 
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成19年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含めていない。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成19年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含めていない。 

  

【株式の種類等】
会社法第155条第３号、旧商法第221条第６項及び
会社法第155条第７号による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成18月11月27日)での決議状況 
(取得期間 平成18年11月28日)

30,000 51,990

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 30,000 51,990

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― ―

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) ― ―

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 899 1,760

当期間における取得自己株式 377 725

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他( ― ) ― ― ― ―

保有自己株式数 53,467 ― 53,844 ―



３ 【配当政策】 

当社は、株主への利益還元を、経営上重要な政策の一つに位置付けている。 

 利益の配分については、業績や今後の事業展開、内部留保の水準等を総合的に勘案のうえ、株主へ継続

的に安定した配当を実施することを基本としている。 

 当事業年度の剰余金の配当は、これらの方針に基づき１株当たり８円（普通配当）の期末配当を実施す

ることを決定した。 

 また、内部留保資金については、企業価値向上に資する事業基盤の整備や新規事業への投資等に充当

し、企業成長力の維持・強化に努めていく。 

 なお、剰余金の配当については、期末配当の年一回を基本方針としており、決定機関は株主総会として

いる。 

 （注）当事業年度を基準日とする剰余金の配当は、次のとおりである。  

 
  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価については、東京証券取引所市場第１部におけるものである。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価については、東京証券取引所市場第１部におけるものである。 

  

決議年月日 配当金の総額（円） １株当たり配当額（円）

平成19年３月29日 
定時株主総会決議

280,612,264 8

回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月

最高(円) 948 792 1,470 2,780 2,830

最低(円) 500 506 701 1,230 1,411

月別 平成18年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 1,871 1,917 1,880 1,853 1,830 1,910

最低(円) 1,411 1,510 1,573 1,688 1,560 1,760



５ 【役員の状況】 

  

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
任期 

（年）
所有株式数
(千株)

取締役社長 
(代表取締役)

岩 本 謙 三 昭和16年９月22日生

昭和39年４月 当社入社

※４ 18

平成３年１月 衣料第二営業部長

平成３年３月 取締役衣料第二営業部長

平成７年３月 取締役衣料品事業部長

平成９年３月 常務取締役衣料品事業部長

平成11年10月 常務取締役

平成13年３月 代表取締役社長現在に至る

専務取締役 竹 内 彰 雄 昭和24年２月28日生

昭和46年４月 株式会社富士銀行入社

同上 3

平成11年６月 同行取締役シンガポール支店長

平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 

常務執行役員アジア地域統括役員

平成15年６月 株式会社みずほフィナンシャル

グループ常勤監査役

(平成16年６月退任)

平成16年10月 当社常勤顧問

平成17年３月 専務取締役現在に至る

常務取締役 花 岡 孝 雄 昭和20年９月23日生

昭和44年４月 当社入社

同上 15

平成11年３月 開発事業部長

平成13年３月 執行役員開発事業部長

平成17年３月 常務取締役開発事業部長

平成17年４月 常務取締役現在に至る

常務取締役
企画 
部長

冨 岡 晴 紀 昭和26年10月１日生

昭和50年４月 当社入社

同上 7

平成13年３月 経理部長

平成17年３月 執行役員企画部長

平成18年12月 執行役員企画部長兼経理部長

平成19年３月 常務取締役企画部長現在に至る

取締役 片 倉 康 行 昭和９年10月21日生

昭和32年４月 日東紡績株式会社入社

同上 52

昭和41年３月 当社入社

昭和62年３月 社長室長

平成元年３月 取締役社長室長

平成５年３月 取締役現在に至る

平成12年５月 片倉興産株式会社代表取締役社

長現在に至る

取締役 伊 藤  博 昭和22年２月８日生

昭和44年４月 三井物産株式会社入社

同上 ―

平成８年６月 同社本店食料本部油脂部長

平成10年８月 香港三井物産株式会社社長

平成14年２月 三井物産株式会社九州支社長

平成15年４月 同社本店執行役員サービス事業本

部長

平成17年４月 同社常務執行役員コンシューマー

サービス事業本部長

平成18年３月 当社取締役現在に至る

平成18年４月 三井物産株式会社専務執行役員

平成18年６月 同社代表取締役専務執行役員

現在に至る

取締役 篠 塚 勝 夫 昭和20年３月27日生

昭和44年４月 農林中央金庫入社

同上 ―

平成元年１月 同金庫青森支店長

平成６年５月 同金庫福岡支店長

平成９年１月 同金庫水産部長(平成11年８月退

社)

平成11年８月 全国農業協同組合中央会常務理事

(平成14年６月退任)

平成14年６月 雪印乳業株式会社代表取締役副社

長(平成16年６月退任)

平成16年６月 株式会社協同セミナー代表取締役

理事長現在に至る

平成19年３月 当社取締役現在に至る



 
(注) １ 当社では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。 

執行役員は４名で、常務執行役員衣料品事業部長根岸教夫、常務執行役員事業開発部長兼新都心事業部長

新井融、執行役員ＳＣ事業部長斉藤潔、執行役員新都心事業部次長兼カタクラ新都心モール総支配人本間

淳一で構成されている。 

   ２ 取締役伊藤博及び篠塚勝夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役である。 

   ３ 監査役八木正憲及び田中敏男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

４ 取締役の任期は、平成19年３月29日就任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までである。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の

満了する時までである。 

５ 監査役の任期は、平成16年３月30日就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任

した監査役の任期の満了する時までである。なお、監査役兵藤義典は、平成17年３月30日開催の第96回定時

株主総会にて補欠として選任された監査役である。 

   ６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。 

(氏名)   (生年月日)     (略歴)                (所有株式数) 

片倉章雄  昭和４年10月14日  昭和27年４月 日東紡績株式会社入社 

                昭和35年５月 片倉興産株式会社監査役 

                昭和42年６月 同社取締役           ― 

                平成２年10月 同社代表取締役社長 

                平成12年５月 同社取締役相談役 

                平成17年５月 同社監査役現在に至る 

なお、片倉章雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしている。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
任期 

（年）
所有株式数
(千株)

常勤 
監査役

小 原 好 雄 昭和15年９月４日生

昭和39年３月 片倉ハドソン株式会社入社

※５ 8

(昭和43年当社に合併)

平成４年４月 総務部長

平成９年３月 取締役総務部長

平成13年３月 常勤監査役現在に至る

監査役 八 木 正 憲 昭和18年６月22日生

昭和42年４月 安田生命保険相互会社入社

同上 ―

昭和63年４月 同社立川支社長

平成５年４月 同社契約管理部長

平成９年７月 同社取締役首都圏第二本部長

平成12年７月 同社監査役 

(平成15年７月退任)

平成16年１月 エムワイ総合企画株式会社取締役

社長

平成16年３月

平成17年４月

当社監査役現在に至る

エムワイ総合企画株式会社取締役 

(平成17年６月退任)

監査役 田 中 敏 男 昭和23年２月３日生

昭和46年４月 安田火災海上保険株式会社入社

同上 ―

平成５年４月 同社富山支店高岡支社長

平成12年６月 同社取締役兵庫本部長兼兵庫業務

部長

平成13年６月 同社常務執行役員兵庫本部長兼兵

庫業務部長

平成14年７月 株式会社損害保険ジャパン常務執

行役員関西本部長兼関西業務部長

平成15年４月 同社常務執行役員

(平成16年３月退任)

平成16年３月 当社監査役現在に至る

平成16年６月 財形信用保証株式会社取締役社長

現在に至る

監査役 兵 藤 義 典 昭和17年５月30日生

昭和41年４月 当社入社

同上 21

平成８年４月 経理部長

平成11年３月 取締役経理部長

平成13年３月 常務取締役

平成17年３月 監査役現在に至る

計 124



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、「企業価値の長期的な向上」を経営の最重要課題と位置付けている。 

 その実現のために、経営環境の変化に対し、意思決定の迅速化と効率的で透明性の高い経営体制を確

保するとともに、コンプライアンスの徹底とリスク管理体制を改善・強化しながら、コーポレート・ガ

バナンスの充実に向け様々な取り組みを実施している。 

 その中でも、法令遵守と倫理性の確保は、企業活動すべての基礎をなすものであり、「カタクラ行動

憲章」（役員・従業員の法令遵守の姿勢や社会的な倫理に即した行動、環境と安全性に配慮した企業活

動の推進、企業市民としての社会貢献活動等の指針）の精神を徹底することにより、コンプライアンス

への意識を高めている。  

   また、株主・投資家へは迅速かつ正確な情報開示に努め、経営の透明性をさらに高めていく。 

  

(1) 会社の機関の内容及び内部統制・リスク管理体制の整備の状況等 

① 会社の機関の基本説明 

当社は監査役制度を採用しており、４名の監査役(常勤監査役１名、非常勤監査役３名)で監査役会

を構成している。うち２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

 また、取締役会は、経営の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、取締役は７名の少人数で構成し

ており、うち２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役である。 

 なお、当社は業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度（執行役員４名）を導入している。

    ※ 役員の数は、平成18年12月末現在のものである。 

② 当社における会社の機関等の関係 

 



③ 内部統制・リスク管理体制の整備の状況 

・当社の取締役会は、月１回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、

法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行状況を逐

次監督している。また、業務執行に関する事項のうち重要なものについては、社長が常務会にお

いて協議のうえ決定し、これを補佐するものとして週１回開催している経営会議(常勤取締役と

担当執行役員等が出席)においても事前に検討を行っている。 

・当社の監査役は、監査役会が定めた監査方針と監査計画に基づき取締役会等の重要会議への出席

や重要書類の閲覧を通じて、取締役の意思決定状況や職務執行の適法性を監査するとともに、本

社および各事業所への往査や子会社の状況聴取等の監査も実施している。 

また、監査役は会計監査人から随時監査の経過、内容について報告を受けるとともに、定期的に

会合・意見交換を実施しており、必要に応じ往査に立会い、その手続きを確認している。 

・内部監査は、社長直轄の監査課(スタッフ４名)が監査計画に基づく社内監査を実施しており、そ

の結果については社長への報告のほか、関係部署と情報の共有化を図り、内部管理体制の充実に

努めている。 

・株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書などの取締役の職務執行に係る文書（電磁的

記録含む）・情報については「文書管理規程」等によって保存・管理しており、事業活動に係る

様々なリスクについては、社内規程に基づく職務分掌に従い各部門で管理するとともに「リスク

管理規程」を制定し、社長を委員長とする「リスク統括委員会」を平成19年１月１日から設置

し、それらリスクを統括・管理している。 

・当社は全役員・従業員を対象に法令遵守に対する基本的な姿勢の理解と、より一層の注意喚起を

促すために、平成14年４月に、当社の企業行動規範となる「カタクラ行動憲章」を制定し、担当

部署を定め、コンプライアンス体制の構築・整備・運用を進めるとともに従業員等への周知、啓

発、教育・研修を実施している。さらに、コンプライアンスに関する相談・通報窓口として「カ

タクラ・ホットライン」を平成18年12月１日から設置し、法律違反や不正行為による不祥事など

の防止または早期発見に努めるとともに、当社の全役員および従業員を対象として、具体的な法

令遵守に対する理解とさらなる注意喚起を目的として「カタクラコンプライアンスマニュアル」

を平成19年１月１日に制定し、役員、従業員に配付しコンプライアンスの徹底を図っている。 

・コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間の実施状況については、平成18

年12月期において取締役会を13回、監査役会を14回、ＰＬ委員会を２回、情報セキュリティ委員

会を１回開催している。 

④ 会計監査の状況 

会計監査は監査法人トーマツに委嘱しており、正しい経営情報を提供し公正不偏な立場から監査で

きる環境を整備している。平成18年12月期に係る監査は、同監査法人の業務執行社員である公認会計

士後藤孝男、同安藤武の両氏が執行した。なお、当社に対する継続監査年数はそれぞれ４年、１年で

ある。また、監査業務に係る補助者の構成は公認会計士３名、会計士補４名である。 

⑤ 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害

関係の概要 

当社の社外取締役である伊藤博氏は、当社の大株主である三井物産㈱の代表取締役専務執行役員で

ある。当社と同社との間の取引に関する事項は、第５ 経理の状況 の「関連当事者との取引」に記

載した。なお、その他の社外取締役、社外監査役について記載すべき利害関係はない。 

当社は、平成19年３月29日開催の第98回定時株主総会において定款を変更し、会社法第427条第１

項の規定により、社外取締役および社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限



定する契約を締結できる旨の規定を設けている。 

  

(2) 役員報酬の内容 

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は、以下のとおりである。 

 
  （注） １ 上記の報酬額には、当事業年度に係る役員賞与22百万円（取締役７名に対し20百万円、監査役４名に

     対し２百万円）を含んでいる。 

      ２ 上記のほか、平成18年３月30日開催の第97回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を１百万円

   支給している。 

  

(3) 監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬   24百万円 

 上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

  

(4) 取締役の定数および取締役の選任の決議要件 

当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めている。 

 取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。 

  

(5) 株主総会決議事項の取締役会決議 

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株

式を取得することができる旨定款に定めている。これは、機動的な資本政策を遂行できることを目的と

したものである。 

  

(6) 株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めてい

る。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う

ことを目的としたものである。 

  

区     分 支給人員（名） 支給額（百万円）

取   締   役 7 99

監   査   役 4 24

合       計 11 123



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

 なお、前連結会計年度(平成17年１月１日から平成17年12月31日まで)については、「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16年１月30日 内閣府令第５

号)附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用している。 

 また、前連結会計年度(平成17年１月１日から平成17年12月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度(平成18年１月１日から平成18年12月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成している。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

 なお、前事業年度(平成17年１月１日から平成17年12月31日まで)については、「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16年１月30日 内閣府令第５号)附

則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用している。 

 また、前事業年度(平成17年１月１日から平成17年12月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成18年１月１日から平成18年12月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年１月１日から平成17年12月

31日まで)及び前事業年度(平成17年１月１日から平成17年12月31日まで)並びに当連結会計年度(平成18年

１月１日から平成18年12月31日まで)及び当事業年度(平成18年１月１日から平成18年12月31日まで)の連

結財務諸表及び財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けている。 

  

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度 
(平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 21,780 23,483

 ２ 受取手形及び売掛金 ※６ 15,612 16,849

 ３ 有価証券 10,093 8,281

 ４ 棚卸資産 7,193 7,267

 ５ 繰延税金資産 1,629 926

 ６ その他 1,657 2,691

   貸倒引当金 △ 24 △ 17

   流動資産合計 57,943 49.8 59,482 51.1

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  １ 建物及び構築物 ※２ 21,872 20,700

  ２ 機械装置及び運搬具 ※２ 1,220 1,260

  ３ 土地 ※２ 6,707 5,978

  ４ 建設仮勘定 199 ―

  ５ その他 ※２ 667 684

    有形固定資産合計 30,666 26.4 28,623 24.6

 (2) 無形固定資産 187 0.2 213 0.2

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 ※2,5 24,950 25,680

  ２ 長期貸付金 889 826

  ３ 繰延税金資産 4 7

  ４ その他 1,708 1,611

    貸倒引当金 △ 111 △ 109

   投資その他の資産合計 27,441 23.6 28,016 24.1

   固定資産合計 58,295 50.2 56,853 48.9

   資産合計 116,239 100.0 116,336 100.0



 
  

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度 
(平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※2,6 7,795 8,769

 ２ 短期借入金 ※２ 4,760 4,700

 ３ 1年以内返済予定 
   長期借入金

※２ 347 451

 ４ 未払金 3,231 3,023

 ５ 未払法人税等 486 730

 ６ 賞与引当金 352 332

 ７ 役員賞与引当金 ― 42

 ８ 従業員預り金 316 317

 ９ 設備関係支払手形 430 277

 10 その他 ※２ 3,473 5,218

   流動負債合計 21,195 18.2 23,864 20.5

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 5,154 4,702

 ２ 繰延税金負債 8,927 7,937

 ３ 退職給付引当金 3,405 3,165

 ４ 役員退職慰労引当金 519 626

 ５ 土壌汚染処理損失引当金 251 238

 ６ 預り保証金・敷金 ※２ 17,762 15,252

 ７ 長期前受収益 43 729

 ８ その他 186 115

   固定負債合計 36,249 31.2 32,768 28.2

   負債合計 57,444 49.4 56,632 48.7

(少数株主持分)

  少数株主持分 18,496 15.9 ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 1,780 1.5 ― ―

Ⅱ 資本剰余金 296 0.3 ― ―

Ⅲ 利益剰余金 27,728 23.9 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 10,509 9.0 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※７ △ 17 △0.0 ― ―

   資本合計 40,297 34.7 ― ―

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

116,239 100.0 ― ―



 
  

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度 
(平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 1,790 1.5

 ２ 資本剰余金 ― ― 306 0.3

 ３ 利益剰余金 ― ― 28,852 24.8

 ４ 自己株式 ― ― △ 71 △0.1

   株主資本合計 ― ― 30,878 26.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

― ― 9,572 8.2

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― ― △ 51 △0.0

   評価・換算差額等合計 ― ― 9,521 8.2

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 19,304 16.6

   純資産合計 ― ― 59,703 51.3

   負債純資産合計 ― ― 116,336 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 50,169 100.0 48,557 100.0
Ⅱ 売上原価 31,868 63.5 30,624 63.1

   売上総利益 18,301 36.5 17,933 36.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 販売諸掛費 1,424 1,490

 ２ 広告宣伝費 1,067 1,126

 ３ 給料手当 4,973 5,011

 ４ 退職給付費用 419 25

 ５ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

74 137

 ６ 役員賞与引当金繰入額 ― 42

 ７ 福利厚生費 733 737

 ８ 減価償却費 172 152

 ９ 旅費交通費 850 870

 10 貸倒引当金繰入額 3 2

 11 研究開発費 ※１ 2,177 2,356

 12 その他 2,284 14,180 28.3 2,416 14,369 29.6

   営業利益 4,120 8.2 3,564 7.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 23 50

 ２ 受取配当金 207 297

 ３ 業務受託手数料 74 ―

 ４ 雑収入 229 534 1.0 247 595 1.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 291 411

 ２ 休止事業所経費等 78 27

 ３ 持分法による投資損失 2 2

 ４ 雑損失 48 420 0.8 44 485 0.9

   経常利益 4,235 8.4 3,674 7.6

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ ― 1,716

 ２ 投資有価証券売却益 3 ―

 ３ 貸倒引当金戻入益 2 9

 ４ 受取保険金 154 ―

 ５ その他 ― 160 0.3 32 1,757 3.6

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※３ 292 100

 ２ 投資有価証券評価損 ― 1

 ３ 店舗閉鎖損 ※４ ― 64

 ４ 棚卸資産処分損 49 ―

 ５ 製品補償損失 ※５ 2 ―

 ６ 化学物質処理損失 31 ―

 ７ 減損損失 ※６ ― 1,362

 ８ その他 3 379 0.7 9 1,538 3.2

  税金等調整前当期純利益 4,016 8.0 3,893 8.0

  法人税、住民税及び事業税 1,581 1,837

  法人税等調整額 △ 677 903 1.8 115 1,952 4.0

  少数株主利益 681 1.4 497 1.0
  当期純利益 2,431 4.8 1,444 3.0



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 265

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 新株予約権の行使による 
   新株式の発行

30 30

Ⅲ 資本剰余金期末残高 296

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 25,614

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 2,431 2,431

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 277

 ２ 役員賞与金 18

   (うち監査役賞与金) (―)

 ３ 自己株式処分差損 21 317

Ⅳ 利益剰余金期末残高 27,728



④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高(百万円) 1,780 296 27,728 △17 29,788

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 9 9 19

 剰余金の配当 △280 △280

 役員賞与の支給 △39 △39

 当期純利益 1,444 1,444

 自己株式の取得 △53 △53

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

9 9 1,123 △53 1,089

平成18年12月31日残高(百万円) 1,790 306 28,852 △71 30,878

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産 
合計

その他有 
価証券評 
価差額金

繰延
ヘッジ 
損益

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日残高(百万円) 10,509 ― 10,509 18,496 58,794

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 19

 剰余金の配当 △280

 役員賞与の支給 △39

 当期純利益 1,444

 自己株式の取得 △53

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△936 △51 △987 807 △180

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△936 △51 △987 807 908

平成18年12月31日残高(百万円) 9,572 △51 9,521 19,304 59,703



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前当期純利益 4,016 3,893

 ２ 減価償却費 2,369 2,170

 ３ 減損損失 ― 1,362

 ４ 貸倒引当金の減少額 △ 21 △8

 ５ 賞与引当金の減少額 △ 9 △19

 ６ 退職給付引当金の減少額 △ 2,853 △240

 ７ 役員退職慰労引当金の増減額 △ 116 108

 ８ 役員賞与引当金の増加額 ― 42

 ９ 土壌汚染処理損失引当金の減少額 △ 138 △13

 10 受取利息及び受取配当金 △ 230 △348

 11 支払利息 291 411

 12 持分法による投資損失 2 2

 13 投資有価証券売却益 △ 3 ―

 14 投資有価証券評価損 ― 1

 15 固定資産売却益 ― △1,716

 16 固定資産処分損 292 100

 17 売上債権の増減額 152 △1,237

 18 棚卸資産の増加額 △ 292 △73

 19 仕入債務の増加額 292 974

 20 預り保証金・敷金の減少額 △ 461 △1,567

 21 長期前受収益の増減額 △ 116 685

 22 その他 94 475
 23 役員賞与の支払額 △ 18 △39

    小計 3,249 4,966

 24 利息及び配当金の受取額 231 347
 25 利息の支払額 △ 277 △358
 26 法人税等の支払額 △ 1,991 △1,564

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,210 3,390

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
 １ 定期預金の純増減額 956 △2,095

 ２ 有価証券の取得による支出 △ 7,102 △5,292

 ３ 有価証券の売却又は償還による収入 7,102 7,107

 ４ 有形固定資産の取得による支出 △ 4,531 △1,572

 ５ 有形固定資産の除却に伴う支出 △ 28 △131

 ６ 有形固定資産の売却による収入 2 1,643

 ７ 無形固定資産の取得による支出 △ 45 △86

 ８ 投資有価証券の取得による支出 △ 5 △1,604

 ９ 投資有価証券の売却又は償還による収入 7 ―

 10 貸付による支出 △ 650 △3

 11 貸付金の回収による収入 47 29
 12 その他 1 0

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,245 △2,004



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 876 △ 60

 ２ 長期借入れによる収入 2,160 ―

 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 298 △ 347

 ４ 株式の発行による収入 61 19

 ５ 自己株式の取得による支出 △ 8 △ 53

 ６ 自己株式の売却による収入 173 ―

 ７ 配当金の支払額 △ 279 △ 281

 ８ 少数株主への配当金の支払額 △ 57 △ 57

   財務活動によるキャッシュ・フロー 2,627 △ 781

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 407 603

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 21,631 21,224

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 21,224 21,828



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数   ６社

   連結子会社の名称

   「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記

載しているため省略した。

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数   ６社

   連結子会社の名称

同左

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

   主要な非連結子会社

   中越㈱、中央産業㈱、㈱カタクラサービス

   ㈱片倉キャリアサポート

 (2) 主要な非連結子会社の名称

   中越㈱、㈱片倉キャリアサポート、中央産業㈱

   ㈱カタクラサービス、東近紙工㈱ 

(連結の範囲から除いた理由)

   (連結の範囲から除いた理由)

   非連結子会社は、その総資産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金等からみて、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の

範囲から除外している。

   非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためである。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数 １社

   主要な会社名 中越㈱

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用の非連結子会社数 １社

   主要な会社名 同左

 (2) 持分法適用の関連会社数    ―  (2) 持分法適用の関連会社数    ―

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称

   中央産業㈱、㈱カタクラサービス

   ㈱片倉キャリアサポート

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称

   ㈱片倉キャリアサポート、中央産業㈱、㈱カタク

ラサービス、東近紙工㈱

   (持分法を適用しない理由)

   持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益及び連

結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外している。

   (持分法を適用しない理由)

   持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持分法の適用範囲か

ら除外している。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社のうち、㈱ニチビの決算日は９月30日、

トーアエイヨー㈱、片倉機器工業㈱、カフラス㈱、

日本機械工業㈱は３月31日、㈱片倉キャロンサービ

スは11月30日である。

  連結財務諸表の作成に当たっては、トーアエイヨー

㈱、片倉機器工業㈱、カフラス㈱、日本機械工業㈱

については、連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用している。㈱ニチビ、㈱片倉キ

ャロンサービスについては、それぞれの財務諸表を

使用しているが、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っている。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

    連結子会社のうち、㈱ニチビの決算日は９月30日、

トーアエイヨー㈱、日本機械工業㈱、片倉機器工業

㈱、カフラス㈱は３月31日、㈱片倉キャロンサービ 

スは11月30日である。

  連結財務諸表の作成に当たっては、トーアエイヨー

㈱、日本機械工業㈱、片倉機器工業㈱、カフラス㈱

については、連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用している。㈱ニチビ、㈱片倉キ

ャロンサービスについては、それぞれの財務諸表を

使用しているが、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っている。



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

   有価証券

    満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)

    子会社株式及び関連会社株式

             －非連結子会社株式及び持

分法非適用関連会社株式

については、移動平均法

による原価法

    その他有価証券

      時価のあるもの－決算期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

      時価のないもの－移動平均法による原価法

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

   有価証券

    満期保有目的の債券－同左

    子会社株式及び関連会社株式

             －同左

    その他有価証券

      時価のあるもの－決算期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

      時価のないもの－同左

   棚卸資産

    製・商品及び仕掛品

     小売商品－売価還元法による原価法

     その他 －主として月次移動平均法による原

価法

    原材料及び貯蔵品－主として月次移動平均法に

よる原価法

   棚卸資産

    製・商品及び仕掛品

     医薬製品仕掛品－先入先出法による原価法

     小売商品      －同左

     その他       －同左

    原材料及び貯蔵品－同左

   デリバティブ

    時価法

   デリバティブ

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   有形固定資産

    定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については定額法によっ

ている。

    なお、主な耐用年数は次のとおりである。

     建物  29年～50年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   有形固定資産

    定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については定額法によっ

ている。

   なお、主な耐用年数は次のとおりである。

     建物  10年～50年

   無形固定資産

    定額法

    ただし、自社利用のソフトウェアについては、

主として社内における見込利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっている。

   無形固定資産

    定額法

    ただし、自社利用のソフトウェアについては、

社内における見込利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっている。



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準

   貸倒引当金

    債権の貸倒れに備えるため、一般債権について

は、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、債権の回収可能性を個別に検

討して回収不能見込額を計上している。

 (3) 重要な引当金の計上基準

   貸倒引当金

同左

   賞与引当金

    従業員の賞与の支給に備えるため、連結子会社

は支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額

を計上している。

   賞与引当金

同左 

 

 

 

 

   役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を

計上している。

   退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上している。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(11～14年)による

定額法により、費用処理することとしている。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(11～14年)に

よる定額法により、翌連結会計年度から費用処

理することとしている。

(会計方針の変更)

「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」

(企業会計基準第３号 平成17年３月16日)及び

「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関

する適用指針」(企業会計基準適用指針第７号

平成17年３月16日)が公表され、平成16年10月

１日以後平成17年４月１日前に開始する連結会

計年度に係る連結財務諸表から適用できること

になったことに伴い、当連結会計年度から同会

計基準及び同適用指針を適用している。なお、

この変更による損益への影響は軽微である。

(追加情報)

連結財務諸表提出会社は、従来、数理計算上の

差異については、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額

法によっていたが、従業員の平均残存勤務期間

がこれを下回ったため、当連結会計年度から平

均残存勤務期間以内の一定の年数を11年に変更

している。なお、この変更による損益への影響

は軽微である。

   退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上している。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(11～14年)による

定額法により、費用処理することとしている。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(11～14年)に

よる定額法により、翌連結会計年度から費用処

理することとしている。

   役員退職慰労引当金

    連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、役員

及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上してい

る。

   役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を計上し

ている。

土壌汚染処理損失引当金

連結財務諸表提出会社が所有する土地のうち工

場跡地の一部について土壌汚染が判明したこと

により、土壌汚染浄化処理の損失に備えるた

め、支払見込額を計上している。

土壌汚染処理損失引当金

同左



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準

   外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理している。なお、為替予約等の振当処理の対象

となっている外貨建金銭債権債務については、当

該為替予約等の円貨額に換算している。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準

同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・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

理によっている。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

   ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理によっている。

    なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権

債務等については振当処理を行っている。

   ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 

 

外貨建債権債務及び 

外貨建予定取引

金利スワップ 借入金及び借換予定取引

 
 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

   ヘッジ会計の方法

同左

   ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 

 

外貨建債権債務及び 

外貨建予定取引

金利スワップ 借入金

   ヘッジ方針

    為替予約

     通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係

る将来の為替変動リスクを回避する目的で包

括的な為替予約取引等を行っている。

    金利スワップ

     借入金の金利変動リスクを回避する目的で行

っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごと

に行っている。

   ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が

同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続し

て相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全

に相殺するものと想定することが出来るため、

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が

同一であることを確認する事により有効性の判

定に代えている。

    ヘッジ方針

    為替予約

            同左 

  

 

    金利スワップ

            同左 

 

 

   ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7) 消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

 (7) 消費税等の会計処理

同左



次へ 

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっている。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ 連結調整勘定の償却に関する事項

  連結調整勘定の償却については、発生時に償却して

いる。

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項

  連結剰余金計算書は、連結会社の確定した利益処分

に基づいて作成している。ただし、㈱ニチビについ

ては９月30日の決算のため繰上方式によっている。

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっている。

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左



会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号)を適用している。 

これにより税金等調整前当期純利益は1,295百万円減少

している。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除して

いる。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号)を適用している。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は40,450百

万円である。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規

則により作成している。 

 

（役員賞与に関する会計基準）

 当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準

第４号)を適用している。この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ42百万円減少している。

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 

 (連結貸借対照表)

 固定負債の「預り保証金・敷金」に含めていた１年以

内返済予定預り保証金は、当連結会計年度より流動負

債の「その他」に含めて表示している。なお、当連結

会計年度末の流動負債の「その他」に含まれる１年以

内返済予定預り保証金は942百万円、前連結会計年度末

の固定負債の「預り保証金・敷金」に含まれる１年以

内返済予定預り保証金は1,731百万円である。

（連結損益計算書）

 前連結会計年度まで区分掲記していた「業務受託手数

料」(当連結会計年度11百万円)は、営業外収益の100分

の10以下となったため、営業外収益の「雑収入」に含

めて表示している。



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度
(平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 38,518百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 40,192百万円

※２ 担保資産及び担保付債務

   このうち、工場財団を組成する有形固定資産622

百万円(建物及び構築物101百万円、土地521百万

円)並びにその他建物及び構築物13,234百万円及

び土地98百万円、投資有価証券2,058百万円、投

資その他の資産62百万円を、短期借入金2,551百

万円、及び長期借入金5,502百万円(うち、1年以

内返済予定長期借入金347百万円)、預り保証金・

敷金15,115百万円、支払手形及び買掛金48百万

円、割引手形40百万円の担保に供している。

※２ 担保資産及び担保付債務

   このうち、工場財団を組成する有形固定資産379

百万円(建物及び構築物123百万円、機械装置及び

運搬具33百万円、土地206百万円、その他有形固

定資産15百万円)並びにその他建物及び構築物

13,203百万円及び土地98百万円、投資有価証券

1,630百万円を、短期借入金1,871百万円、及び長

期借入金5,154百万円(うち、1年以内返済予定長

期 借 入 金 451 百 万 円 )、預 り 保 証 金・敷 金

13,013百万円(うち、その他流動負債に含まれる

１年以内返済予定預り保証金933百万円)、支払手

形及び買掛金50百万円、割引手形73百万円の担保

に供している。

 ３ 保証債務

従業員９名(借入保証) 9百万円

 ３ 保証債務

従業員９名(借入保証) 6百万円

 ４ 受取手形割引高 67百万円 ４ 受取手形割引高 254百万円

※５ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産

投資有価証券(株式) 233百万円

※５ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産

投資有価証券(株式) 213百万円

※６ 連結会計年度末日満期手形の処理

   連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理している。

   なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれている。

受取手形 58百万円

支払手形 84百万円

※６ 連結会計年度末日満期手形の処理

   連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理している。

   なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれている。

受取手形 82百万円

支払手形 101百万円

※７ 連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有す

る連結財務諸表提出会社の株式数

普通株式 22,568株
 



(連結損益計算書関係) 

  
前連結会計年度

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費

2,177百万円

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費

2,356百万円

※２ 固定資産売却益

      主として連結財務諸表提出会社の土地の売却益

1,714百万円である。

 

※３ 固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 59百万円

機械装置及び運搬具 28百万円

解体費等 198百万円

その他 5百万円

計 292百万円

※３ 固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 35百万円

機械装置及び運搬具 4百万円

解体費等 53百万円

その他 7百万円

計 100百万円

        
 
 
 
※５ 製品補償損失の内訳
   平成16年７月７日に発生した「はしご付消防自動  
   車の昇降機落下事故」を受け、日本機械工業㈱に 
   おいて事故車と同車種の製品について、整備・点 
   検及び部品交換等を行った際に発生した費用であ 
   る。

 

 

※４ 店舗閉鎖損の内訳

茨城県取手市(ショッピングセンター) 61百万円

茨城県取手市(ホームセンター) 2百万円

計 64百万円

  
 
 
 
 
※６ 減損損失

   当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産又は資産グループについて減損損失を計上し

た。

用途   場所 種類
金額

(百万円)

  繊維事業 
  資産

 東京都
リース資産 1 中央区

 (1件)

  サービス 
  事業資産

 茨城県
 建物等 573 取手市他

 (8件)

  遊休資産

 埼玉県
 土地及び 
 建物等

786
 さいたま市
 見沼区他
 (4件)

      (資産のグルーピングの方法）

      主に管理会計上の区分を基に、他の資産又は資産 

グループから概ね独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小の単位にてグルーピングをしてい

る。

   （減損損失の認識に至った経緯）

     事業用資産については、収益力の低下により、遊

休資産については地価が著しく下落したこと、及

び将来の用途が未確定であることにより、減損損

失を認識している。 

なお、サービス事業資産における減損損失の種類

ごとの内訳は、建物及び構築物502百万円、機械

装置及び運搬具０百万円、その他有形固定資産44

百万円、無形固定資産７百万円、リース資産17百

万円である。また、遊休資産における減損損失の

種類ごとの内訳は、建物及び構築物54百万円、土

地727百万円、その他有形固定資産１百万円、無

形固定資産４百万円である。

   （回収可能価額の算定方法等）

      回収可能価額は正味売却価額、あるいは使用価値

により測定している。正味売却価額は、重要性の

高いものについては不動産鑑定評価額、それ以外



 
  

  

のものについては固定資産税評価額等を基に算定してい

る。使用価値は将来キャッシュ・フローを3.0％

で割り引いて算定している。



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りである。 

 ストック・オプションの権利行使による増加 31,000株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りである。 

 取締役会決議に基づく東京証券取引所の終値取引による買付けによる増加 30,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加 899株 

  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 35,099,000 31,000 ― 35,130,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 22,568 30,899 ― 53,467

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年３月30日 
定時株主総会

普通株式 280 8.00 平成17年12月31日 平成18年３月31日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

 平成19年３月29日 
 定時株主総会

普通株式 利益剰余金 280 8.00 平成18年12月31日 平成19年３月30日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 21,780百万円

有価証券勘定 10,093百万円

短期貸付金のうち現金同等物(現先) 999百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △4,541百万円

株式及び償還期限が３ケ月を超える 
債券等

△7,108百万円

現金及び現金同等物 21,224百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 23,483百万円

有価証券勘定 8,281百万円

短期貸付金のうち現金同等物(現先) 1,998百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △6,636百万円

償還期限が３ケ月を超える債券等 △5,298百万円

現金及び現金同等物 21,828百万円

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具

160 83 76

その他 925 462 463

合計 1,085 545 539

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定している。

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬具

189 98 0 90

その他 797 397 19 380

合計 987 496 19 470

同左 

 

 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 202百万円

１年超 336百万円

合計 539百万円

   

    なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。

 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年内 175百万円

１年超 303百万円

合計 479百万円

リース資産減損勘定期末残高 8百万円

同左

 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 214百万円

減価償却費相当額 214百万円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減  

 価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 207百万円

リース資産減損勘定の取崩額 11百万円

減価償却費相当額 195百万円

減損損失 19百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左



次へ 



(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について1百万円の減損処理を行っている。 

なお、下落率が30％以上の株式の減損にあっては、回復可能性が認められる合理的な反証が無い限り減損処理

を行うことを社内基準により規定している。 

  

区分

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度 
(平成18年12月31日)

連結決算日に 
おける連結貸借 
対照表計上額 
(百万円)

連結決算日
における時価
(百万円)

差額
(百万円)

連結決算日に
おける連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

連結決算日 
における時価 
(百万円)

差額 
(百万円)

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

1,008 1,008 0 998 998 0

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

8,603 8,599 △3 8,398 8,396 △1

合計 9,612 9,608 △3 9,397 9,395 △1

区分

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度 
(平成18年12月31日)

取得原価 
(百万円)

連結決算日に
おける連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結決算日に 
おける連結貸借 
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

① 株式 2,577 24,264 21,686 2,580 23,353 20,773

② 債券

   国債 80 83 2 140 142 2

③ その他 10 18 7 11 21 10

小計 2,668 24,365 21,697 2,731 23,517 20,785

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

① 株式 23 20 △2 23 21 △1

② その他 0 0 △0 0 0 △0

小計 23 20 △2 23 21 △1

合計 2,691 24,386 21,694 2,755 23,538 20,783



３ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

４ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

 
  

区分
前連結会計年度

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

売却額(百万円) 3 ―

売却益の合計(百万円) 3 ―

売却損の合計(百万円) ― ―

区分
前連結会計年度
(平成17年12月31日)
連結貸借対照表計上額

当連結会計年度
(平成18年12月31日)
連結貸借対照表計上額

① 非上場株式(百万円) 325 325

② ＭＭＦ(百万円) 485 486

合計(百万円) 811 811



５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超 
(百万円)

満期保有目的の債券

 債券

  金融債 7,110 4 ― ―

  コマーシャル・ペーパー 2,500 ― ― ―

小計 9,610 4 ― ―

その他有価証券

 債券

  国債 ― 83 ― ―

小計 ― 83 ― ―

合計 9,610 87 ― ―

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超 
(百万円)

満期保有目的の債券

 債券

  国債 1,000 1,600 ― ―

  金融債 4,304 ― ― ―

  コマーシャル・ペーパー 2,500 ― ― ―

小計 7,804 1,600 ― ―

その他有価証券

 債券

  国債 ― 142 ― ―

小計 ― 142 ― ―

合計 7,804 1,742 ― ―



前へ   次へ 

(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成17年12月31日) 

(1) 通貨関連 

当連結会計年度においては、ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いている。 

(2) 金利関連 

当連結会計年度においては、ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いている。 

  

当連結会計年度(平成18年12月31日) 

(1) 通貨関連 

ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いている。 

(2) 金利関連 

ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いている。 

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(1) 取引の内容

  当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利スワ

ップ取引である。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

  為替予約取引は、外貨建債権債務及び輸出入予定取

引の範囲内で行うこととし、また金利スワップ取引

は、金利の変動リスクを削減する目的で利用してい

る。

  いずれの取引も、投機目的のためのデリバティブ取

引は行わない方針である。

(2) 取引に対する取組方針

同左

  

(3) 取引の利用目的

  外貨建債権債務に係る将来の為替変動リスクを回避

する目的で為替予約取引を利用している。また、調

達資金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワ

ップ取引を利用している。

(3) 取引の利用目的

同左

  

(4) 取引に係るリスクの内容

  為替予約取引により外貨建債権債務の決済額を確定

している。また、金利スワップ取引により変動金利

による資金調達の支払利息を固定化している。な

お、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の

高い金融機関であるため、相手方の契約不履行のリ

スクはほとんどないと認識している。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

  

(5) 取引に係るリスク管理体制

  為替予約取引については、利用目的を限定してお

り、担当部門が取引内容を把握し、経理部門が確認

する体制をとっている。また、金利スワップ取引に

ついては、財務部門が運用を実施し、経理部門が管

理・確認する体制をとっている。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

  



前へ   次へ 

(退職給付関係) 

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日)

 

１ 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、
企業年金基金制度、厚生年金基金制度、適格退職年
金制度及び退職一時金制度を設けている。なお、当
社が加入する片倉厚生年金基金は、厚生年金の代行
部分について、平成17年９月１日に厚生労働大臣か
ら過去分返上の認可を受けて、確定給付企業年金法
に基づく片倉企業年金基金へ移行した。

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △15,009百万円

② 年金資産(退職給付信託を含む) 13,656百万円

③ 未積立退職給付債務①＋② △1,353百万円

④ 未認識数理計算上の差異 △1,203百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 △408百万円

⑥ 連結貸借対照表計上額純額 

  ③＋④＋⑤
△2,965百万円

⑦ 前払年金費用 439百万円

⑧ 退職給付引当金⑥－⑦ △3,405百万円
 

１ 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、
企業年金基金制度、厚生年金基金制度、適格退職年
金制度及び退職一時金制度を設けている。 
 
 
 
 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △13,666百万円

② 年金資産(退職給付信託を含む) 12,679百万円

③ 未積立退職給付債務①＋② △986百万円

④ 未認識数理計算上の差異 △1,318百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 △219百万円

⑥ 連結貸借対照表計上額純額 

  ③＋④＋⑤
△2,524百万円

⑦ 前払年金費用 641百万円

⑧ 退職給付引当金⑥－⑦ △3,165百万円

 (注)１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に
    あたり、簡便法を採用している。
    ２．「退職給付引当金」及び「前払年金費用」は

当社及び連結子会社の個別貸借対照表の表示

上両者がネットされた金額をベースにそれぞ

れ合算した金額である。なお、当連結会計年

度末に個別ベースでネットした金額は、

1,950百万円である。

(注)１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に
    あたり、簡便法を採用している。

２．「退職給付引当金」及び「前払年金費用」は
当社及び連結子会社の個別貸借対照表の表示

上両者がネットされた金額をベースにそれぞ

れ合算した金額である。なお、当連結会計年

度末に個別ベースでネットした金額は、

1,897百万円である。

 

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 497百万円

② 利息費用 296百万円

③ 期待運用収益 △229百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 120百万円

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △14百万円

⑥ 臨時に支払った割増退職金等 5百万円

⑦ 退職給付費用

  ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥
675百万円

(注)１．簡便法を採用している連結子会社の退職給

    付費用は、「勤務費用」に計上している。

  ２．臨時に支払った割増退職金等は、選択定年

    優遇制度に伴い支給した割増退職金等であ

    る。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.5％

③ 期待運用収益率 2.5％

④ 過去勤務債務の処理年数 11～14年
 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
  の年数による定額法により、費用処理すること 
  としている。)
⑤ 数理計算上の差異の処理年数 11～14年

 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
  の年数による定額法により、翌連結会計年度か 
  ら費用処理することとしている。)

 

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 267百万円

② 利息費用 294百万円

③ 期待運用収益 △329百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 △55百万円

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △29百万円

⑥ 臨時に支払った割増退職金等 12百万円

⑦ 退職給付費用

  ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥
159百万円

(注)１．簡便法を採用している連結子会社の退職給

    付費用は、「勤務費用」に計上している。

  ２．臨時に支払った割増退職金等は、選択定年

    優遇制度に伴い支給した割増退職金等であ

    る。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.5％

③ 期待運用収益率 2.5％

④ 過去勤務債務の処理年数 11～14年
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定 
  の年数による定額法により、費用処理すること 
  としている。)
⑤ 数理計算上の差異の処理年数 11～14年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定 
  の年数による定額法により、翌連結会計年度か 
  ら費用処理することとしている。)



(ストック・オプション等関係) 

  当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

   ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

  (1) ストック・オプションの内容 

 
 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数 

 
 ② 単価情報 

 
   （注）「付与日における公正な評価単価」については、ストック・オプション 

   が会社法施行日前に付与されたものであるため、記載していない。 

  

 会社名   提出会社

 決議年月日 平成15年3月28日

 付与対象者の区分及び人数（名）   取締役 7

  監査役 4

  執行役員 5

  従業員 169

 株式の種類及び付与数（株）   普通株式 523,000

 付与日 平成15年4月25日

 権利確定条件   権利確定条件はない

 対象勤務期間   対象勤務期間の定めはない

 権利行使期間 平成17年３月28日～

平成21年３月27日

 会社名 提出会社

 決議年月日 平成15年3月28日

 権利確定前

   期首（株） ―

    付与（株） ―

    失効（株） ―

    権利確定（株） ―

    未確定残（株） ―

 権利確定後

    期首（株） 147,000

    権利確定（株） ―

   権利行使（株） 31,000

    失効（株） ―

    未行使残（株） 116,000

 会社名 提出会社

 決議年月日 平成15年３月28日

 権利行使価格（円） 625

 行使時平均株価（円） 1,834

 付与日における公正な評価単価（円） ―



前へ 

(税効果会計関係) 

  

 
  

  

  

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度
(平成18年12月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 減価償却費限度超過額 33百万円

 未払費用否認額 334百万円

 退職給付費用否認額 2,404百万円

 役員退職慰労引当金否認額 136百万円

 未払事業税否認額 45百万円

 投資有価証券評価損否認額 150百万円

 貸倒引当金繰入限度超過額 20百万円

 土壌汚染処理損失否認額 105百万円

 税務上の繰越欠損金 1,593百万円

 その他 412百万円

繰延税金資産小計 5,238百万円

 評価性引当額 △2,245百万円

繰延税金資産合計 2,992百万円

繰延税金負債

 固定資産圧縮積立金 △87百万円

 土地評価差額 △354百万円

 退職給付信託設定益 △1,012百万円

 その他有価証券評価差額金 △8,832百万円

繰延税金負債合計 △10,287百万円

繰延税金負債の純額 △7,294百万円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 減価償却費限度超過額 27百万円

 未払費用否認額 467百万円

 退職給付費用否認額 2,313百万円

 役員退職慰労引当金否認額 157百万円

 未払事業税否認額 64百万円

 投資有価証券評価損否認額 151百万円

 貸倒引当金繰入限度超過額 31百万円

 土壌汚染処理損失否認額 100百万円

 減損損失否認額 527百万円

 税務上の繰越欠損金 524百万円

 その他 854百万円

繰延税金資産小計 5,220百万円

 評価性引当額 △2,311百万円

繰延税金資産合計 2,908百万円

繰延税金負債

 土地評価差額 △354百万円

 退職給付信託設定益 △1,012百万円

 その他有価証券評価差額金 △8,460百万円

 その他 △84百万円

繰延税金負債合計 △9,911百万円

繰延税金負債の純額 △7,002百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

 交際費等永久に損金に
 算入されない項目

7.6％

 受取配当金等永久に益金に
 算入されない項目

△1.0％

 住民税均等割 0.8％

 評価性引当額の減少額 △26.2％

 その他 0.6％

 税効果会計適用後の法人税等の
 負担率

22.5％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

8.2％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△1.4％

 住民税均等割 0.8％

 評価性引当額の増加額 1.7％

 その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

50.1％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

製品・商品等の種類・性質と事業形態を考慮して区分している。 

２ 各事業の製商品と事業内容 

 
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の金額は668百万円であり、連結財務諸表

提出会社の総務・経理・人事等で発生する管理部門に係る費用である。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は19,121百万円であり、その主なものは、連結財

務諸表提出会社での余資運用資金(現預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であ

る。 

５ 事業区分の変更 

従来、事業の種類別セグメント情報の事業区分は、「繊維事業」、「非繊維の製造事業」、「サービス事

業」、「その他の事業」としていたが、当連結会計年度から「非繊維の製造事業」を「医薬品事業」と「機

械関連事業」とに区分して表示することとした。これらの変更は、連結財務諸表提出会社においてグループ

事業の管理体制強化を目的として平成17年4月1日付で社長室を関連事業部に組織変更し、グループ事業の管

理体制を見直した結果、「医薬品事業」の重要性に鑑みて、「非繊維の製造事業」としての一括管理から

「医薬品事業」及び「機械関連事業」とに細分化して管理する体制としたことに伴い、事業区分についても

事業管理体制を基本として経営の多角化の実態をより明瞭に表示するために行ったものである。なお、関連

事業部は平成17年10月1日付でグループとしてのさらなる企業価値の向上を目指し、関係会社を含めた経営

計画の策定・推進機能の充実を図るため、企画部と統合した。 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

繊維事業 
(百万円)

医薬品 
事業 
(百万円)

機械関連
事業 
(百万円)

サービス
事業 
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

7,701 18,220 10,292 13,570 384 50,169 ― 50,169

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

13 ― ― 373 ― 386 (386) ―

計 7,714 18,220 10,292 13,944 384 50,556 (386) 50,169

  営業費用 7,723 15,136 10,397 11,782 564 45,603 444 46,048

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△9 3,083 △104 2,161 △179 4,952 (831) 4,120

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 9,064 52,037 8,844 26,513 658 97,117 19,121 116,239

  減価償却費 67 764 72 1,373 23 2,300 68 2,369

  資本的支出 43 507 60 332 328 1,272 54 1,326

① 繊維事業………各種絹製品、ファンデーション用生地、靴下、メリヤス肌着、ビニロン繊維、ブランドラ

イセンス業等

② 医薬品事業……医療用医薬品

③ 機械関連事業…自動車部品、工業用計器、農業用機械、消防ポンプ車、石油製品の輸出入販売等

④ サービス事業…ショッピングセンター、ゴルフ練習場、ホームセンター、カーショップ、ビル管理サービ

ス業、不動産業等

⑤ その他の事業…訪花昆虫、遺伝子組換タンパク質の生産サービス等



 
(注) １ 事業区分の方法 

製品・商品等の種類・性質と事業形態を考慮して区分している。 

２ 各事業の製商品と事業内容 

 
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の金額は414百万円であり、連結財務諸表

提出会社の総務・経理・人事等で発生する管理部門に係る費用である。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は17,205百万円であり、その主なものは、連結財

務諸表提出会社での余資運用資金(現預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であ

る。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、本国以外に所在する会社及び支店はない。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、海外売上高は、連結売上高に対する割合が10％未

満であるため、記載を省略した。 

  

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

繊維事業 
(百万円)

医薬品 
事業 
(百万円)

機械関連
事業 
(百万円)

サービス
事業 
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

7,691 17,123 10,071 13,292 378 48,557 ― 48,557

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7 ― 0 350 ― 358 (358) ―

計 7,699 17,123 10,071 13,642 378 48,916 (358) 48,557

  営業費用 7,799 14,531 10,360 11,440 638 44,770 222 44,993

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△ 99 2,592 △ 288 2,202 △ 260 4,145 (581) 3,564

Ⅱ 資産、減価償却費、減 
  損損失及び資本的支出

  資産 9,303 56,699 7,956 24,529 640 99,130 17,205 116,336

  減価償却費 85 677 77 1,206 61 2,109 61 2,170

  減損損失 1 345 ― 573 ― 920 441 1,362

  資本的支出 196 569 60 604 81 1,512 41 1,553

① 繊維事業………各種絹製品、ファンデーション用生地、靴下、メリヤス肌着、ビニロン繊維の製造・販

売、ブランドライセンス業等

② 医薬品事業……医療用医薬品の製造・販売

③ 機械関連事業…自動車部品、消防自動車、農業用機械等の製造・販売、石油製品等の輸入販売

④ サービス事業…ショッピングセンターの運営、不動産賃貸、ゴルフ練習場、ホームセンター、カーショッ

プ、ビル管理サービス等

⑤ その他の事業…遺伝子組換タンパク質の生産サービス、訪花昆虫の販売等



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) 上記金額には消費税等を含めず、表示している。 

  

(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

取引条件及び取引条件の決定方針等については、三井物産株式会社から提示された見積価格により、通

常行われている取引価格を参考にして、その都度、交渉決定している。 

  

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) 上記のうち、取引金額については消費税等を含めず、期末残高については消費税等を含めて表示している。 

  

(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

取引条件及び取引条件の決定方針等については、三井物産株式会社から提示された見積価格により、通

常行われている取引価格を参考にして、その都度、交渉決定している。 

  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等
の被所有割合
(％)

関係内容

取引内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要 
法人 
株主

三井物産
株式会社

東京都
千代田
区

192,759 総合商社 直接 12.96
役員１名
兼任

不動産開
発コンサ
ルタント

不動産開発
アドバイザ
リー料

8 未払費用 8

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等
の被所有割合
(％)

関係内容

取引内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要 
法人 
株主

三井物産
株式会社

東京都
千代田
区

295,799 総合商社 直接 12.91
役員１名
兼任

不動産開
発コンサ
ルタント

不動産開発
アドバイザ
リー料

96  未払金 27



(１株当たり情報) 

  

 
  

 (注１)１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
    

 (注２)１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
  

(重要な後発事象) 

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 1,148円12銭 1,151円74銭

１株当たり当期純利益 68円48銭 41円15銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

68円10銭 41円04銭

前連結会計年度末
平成17年12月31日

当連結会計年度末 
平成18年12月31日

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） ― 59,703

普通株式に係る純資産額（百万円） ― 40,399

差額の主な内訳（百万円）

 少数株主持分 ― 19,304

普通株式の発行済株式数（株） ― 35,130,000

普通株式の自己株式数（株） ― 53,467

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株） ― 35,076,533

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 2,431 1,444

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,391 1,444

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)
 利益処分による役員賞与金 40 ―

普通株式の期中平均株式数(株) 34,913,878 35,092,118

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳(株) 
 新株予約権 197,875

89,798

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

連結財務諸表提出会社が群馬県富岡市に所有する富岡

工場(「旧官営富岡製糸場」)が国の史跡指定を受けた

ことに伴い、群馬県富岡市などが「旧官営富岡製糸

場」を世界遺産登録申請することを進めるため、同工

場の土地を平成18年１月18日に富岡市へ譲渡した。な

お、本件譲渡に係る固定資産売却益については、翌連

結会計年度に計上する。 

 譲渡資産の内容 

  資産の内容 土地 51,022.07㎡ 

  所在地   群馬県富岡市富岡城１番１、１番５ 



 
  

  帳簿価額  ０百万円 

  譲渡価額  1,632百万円 



⑥ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項なし。 

  

【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 「平均利率」は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下のとお

りである。 

  

 
３ その他の有利子負債の預り保証金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済

予定額は、以下のとおりである。 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項なし。 

  

  

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 4,760 4,700 1.675 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 347 451 2.696 ―

長期借入金(１年以内に返済予定のもの
を除く)

5,154 4,702 2.702
平成21年６月10日から
 平成31年２月28日

その他の有利子負債

 従業員預り金 316 317 0.500 ―

 １年以内に返済予定の預り保証金 851 863 1.919 ―

 預り保証金(１年以内に返済予定のも 
 のを除く)

7,065 6,202 1.843
平成22年１月29日から
 平成31年９月30日

小計 8,232 7,382 ― ―

合計 18,495 17,237 ― ―

１年超２年以内 
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内 
(百万円)

長期借入金 451 452 402 2,460

１年超２年以内 
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内 
(百万円)

預り保証金 863 874 790 779



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度 
(平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 5,891 5,966
 ２ 受取手形 ※６ 847 815
 ３ 売掛金 1,739 1,716
 ４ 有価証券 1,999 1,995
 ５ 製品・商品 1,804 1,940
 ６ 原材料 168 191
 ７ 仕掛品 204 263
 ８ 貯蔵品 51 75
 ９ 前払費用 49 58
 10 繰延税金資産 1,094 127
 11 短期貸付金 1,005 2,009
 12 未収入金 300 251
 13 その他 124 142
   貸倒引当金 △ 3 △ 1

   流動資産合計 15,279 28.7 15,553 31.5
Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  １ 建物 ※２ 16,929 15,884
  ２ 構築物 1,105 1,065
  ３ 機械及び装置 139 142
  ４ 車両及び運搬具 3 2
  ５ 工具・器具及び備品 336 306
  ６ 土地 ※２ 2,087 1,704
  ７ 建設仮勘定 149 ―

   有形固定資産合計 20,751 39.0 19,105 38.6
 (2) 無形固定資産

  １ 借地権 59 54
  ２ ソフトウェア 1 1
  ３ その他 43 40

   無形固定資産合計 105 0.2 96 0.2
 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 ※２ 14,193 11,781
  ２ 関係会社株式 1,803 1,803
  ３ 出資金 0 0
  ４ 長期貸付金 ― 1
  ５ 従業員長期貸付金 58 47
  ６ 更生債権等 92 92
  ７ 長期前払費用 33 22
  ８ 前払年金費用 439 641
  ９ 差入保証金・敷金 156 142
  10 その他 420 253
    貸倒引当金 △ 105 △ 107

   投資その他の資産合計 17,093 32.1 14,679 29.7
   固定資産合計 37,949 71.3 33,882 68.5
   資産合計 53,228 100.0 49,435 100.0



 
  

前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度 
(平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※６ 787 879

 ２ 買掛金 1,332 1,276

 ３ 短期借入金 ※２ 3,221 3,129

 ４ 1年以内返済予定 
   長期借入金

※２ 298 402

 ５ 未払金 1,468 1,144

 ６ 未払費用 184 300

 ７ 未払法人税等 32 63

 ８ 前受金 11 13

 ９ 預り金 1,379 1,399

 10 前受収益 489 519

 11 役員賞与引当金 ― 22

 12 1年以内返済予定 
   預り保証金

※２ ― 942

 13 従業員預り金 295 299

 14 設備関係支払手形 415 149

 15 その他 3 0

   流動負債合計 9,920 18.7 10,542 21.3

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 5,004 4,602

 ２ 繰延税金負債 4,896 3,473

 ３ 役員退職慰労引当金 161 201

 ４ 土壌汚染処理損失引当金 251 238

 ５ 預り保証金・敷金 ※２ 17,840 15,331

 ６ 長期前受収益 43 729

 ７ その他 186 115

   固定負債合計 28,382 53.3 24,691 50.0

   負債合計 38,303 72.0 35,233 71.3

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※３ 1,780 3.3 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 296 ―

   資本剰余金合計 296 0.6 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 437 ―

 ２ 任意積立金

  (1) 配当準備積立金 560 ―

  (2) 固定資産圧縮積立金 135 ―

  (3) 別途積立金 2,870 3,565 ― ―

 ３ 当期未処分利益 1,860 ―

   利益剰余金合計 5,863 11.0 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※７ 7,001 13.1 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※８ △ 17 △0.0 ― ―

   資本合計 14,925 28.0 ― ―

   負債・資本合計 53,228 100.0 ― ―



 
  
  

前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度 
(平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 1,790 3.6

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 306

    資本剰余金合計 ― ― 306 0.6

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 437

  (2) その他利益剰余金

     配当準備積立金 ― 560

     固定資産圧縮積立金 ― 115

     別途積立金 ― 4,100

     繰越利益剰余金 ― 1,444

    利益剰余金合計 ― ― 6,657 13.5

 ４ 自己株式 ― ― △ 71 △ 0.2

   株主資本合計 ― ― 8,682 17.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

― ― 5,570 11.3

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― ― △ 51 △ 0.1

   評価・換算差額等合計 ― ― 5,519 11.2

   純資産合計 ― ― 14,202 28.7

   負債純資産合計 ― ― 49,435 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高
   製品・商品売上高 13,830 13,615

   原材料売上高 5 4

   サービス売上高 7,313 21,149 100.0 7,361 20,981 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 製品・商品期首棚卸高 1,792 1,804

 ２ 当期製品製造原価 3,349 3,325

 ３ 当期商品仕入高 6,984 6,957

     計 12,126 12,087
 ４ 製品・商品期末棚卸高 1,804 1,940

 ５ 他勘定振替高 ※１ △ 154 △ 203

   製品・商品売上原価 10,476 10,350
   原材料売上原価 4 3

   サービス売上原価 ※２ 4,465 14,947 70.7 4,337 14,692 70.0

   売上総利益 6,202 29.3 6,289 30.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 販売諸掛費 416 423

 ２ 広告宣伝費 630 645

 ３ 役員報酬 106 102

 ４ 従業員給料手当 1,443 1,439

 ５ 従業員賞与 323 343

 ６ 退職給付費用 246 △ 40

 ７ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

41 41

 ８ 役員賞与引当金繰入額 ― 22

 ９ 福利厚生費 288 291

 10 消耗品費 153 157

 11 賃借料 252 253

 12 租税公課 112 130

 13 旅費交通費 128 133

 14 減価償却費 102 80

 15 貸倒引当金繰入額 1 2

 16 研究開発費 ※３ 386 427

 17 その他 572 5,204 24.6 665 5,121 24.4

   営業利益 997 4.7 1,167 5.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3 8

 ２ 有価証券利息 1 4

 ３ 受取配当金 ※８ 206 226

 ４ 販売協賛金 22 ―

 ５ 業務受託手数料 74 ―

 ６ 助成金 ― 49

 ７ 雑収入 131 439 2.1 168 457 2.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 272 387

 ２ 休止事業所経費等 86 35

 ３ 雑損失 34 393 1.9 23 447 2.2

   経常利益 1,043 4.9 1,177 5.6



 
  

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※４ ― 1,714

 ２ 投資有価証券売却益 3 ―

 ３ 貸倒引当金戻入益 ― 4

 ４ 受取保険金 154 158 0.8 ― 1,719 8.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※５ 240 93

 ２ 店舗閉鎖損 ※６ ― 64

 ３ 化学物質処理損失 31 ―

 ４ 減損損失 ※７ ― 272 1.3 1,016 1,174 5.6

   税引前当期純利益 929 4.4 1,722 8.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

17 62

   法人税等調整額 △ 773 △ 755 △ 3.6 562 625 3.0

   当期純利益 1,685 8.0 1,096 5.2

   前期繰越利益 195 ―

   自己株式処分差損 21 ―

   当期未処分利益 1,860 ―



製造原価明細書 

  

 
(注) １ 原価計算方法 

実際原価による組別及び等級別総合原価計算 

２ 他勘定受入高は、主として半製品の買入である。 

  

  

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

Ⅰ 材料費 1,755 53.3 1,774 52.8

Ⅱ 労務費 730 22.2 737 22.0

Ⅲ 経費 809 24.5 846 25.2

  (うち外注加工費) (578) (17.5) (579) (17.2)

  (うち減価償却費) (55) (1.7) (65) (1.9)

  当期総製造費用 3,294 100.0 3,358 100.0

  仕掛品期首棚卸高 220 204

合計 3,515 3,563

  仕掛品期末棚卸高 204 263

  他勘定受入高 39 25

  当期製品製造原価 3,349 3,325



③ 【利益処分計算書】 

  

 
(注) １ 配当金には自己株式分は含まれていない。 

２ 日付は株主総会承認年月日である。 

  

前事業年度
(平成18年３月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益 1,860

Ⅱ 任意積立金取崩額

 １ 固定資産圧縮積立金取崩額 7 7

計 1,867

Ⅲ 利益処分額

 １ 配当金 280

 ２ 役員賞与金 22

   (うち、監査役賞与金) (2)

 ３ 任意積立金

  (1) 別途積立金 1,230 1,532

Ⅳ 次期繰越利益 334



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金

資本 
剰余金

利益剰余金

利益 

剰余金 

合計資本 
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金

配当 

準備 

積立金

固定資産 

圧縮 

積立金

別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金

平成17年12月31日残高（百万円） 1,780 296 437 560 135 2,870 1,860 5,863

事業年度中の変動額

 新株の発行 9 9

 固定資産圧縮積立金の取崩 △ 20 20 ―

 別途積立金の積立 1,230 △ 1,230 ―

 剰余金の配当 △ 280 △ 280

 役員賞与の支給 △ 22 △ 22

 当期純利益 1,096 1,096

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（百万円） 9 9 △ 20 1,230 △ 415 794

平成18年12月31日残高（百万円） 1,790 306 437 560 115 4,100 1,444 6,657

株主資本 評価・換算差額等

純資産 

合計自己株式
株主 

資本合計

その他 

有価証券 

評価差額金

繰延 

ヘッジ 

損益

評価・換算

差額等 

合計

平成17年12月31日残高（百万円） △ 17 7,923 7,001 ― 7,001 14,925

事業年度中の変動額

 新株の発行 19 19

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

 別途積立金の積立 ― ―

 剰余金の配当 △ 280 △ 280

 役員賞与の支給 △ 22 △ 22

 当期純利益 1,096 1,096

 自己株式の取得 △ 53 △ 53 △ 53

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額（純額）
△ 1,431 △ 51 △ 1,482 △ 1,482

事業年度中の変動額合計（百万円） △ 53 759 △ 1,431 △ 51 △ 1,482 △ 722

平成18年12月31日残高（百万円） △ 71 8,682 5,570 △ 51 5,519 14,202



重要な会計方針 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

   満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)

   子会社株式及び関連会社株式

            －移動平均法による原価法

   その他有価証券

     時価のあるもの－期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定)

     時価のないもの－移動平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

   満期保有目的の債券－同左 

   子会社株式及び関連会社株式 

            －同左 

   その他有価証券

     時価のあるもの－期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)

     時価のないもの－同左

２ デリバティブ 

   時価法

３ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

   製品・商品及び仕掛品

    小売事業部門商品－売価還元法による原価法

    その他     －月次移動平均法による原価

法

   原材料及び貯蔵品 －月次移動平均法による原価

法

３ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   製品・商品及び仕掛品 

    小売商品       －売価還元法による原価法 

    その他         －月次移動平均法による原価 

                         法 

   原材料及び貯蔵品 －同左

４ 固定資産の減価償却の方法

  有形固定資産

   定率法

   ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建

物附属設備を除く)については、定額法によって

いる。

   なお、主な耐用年数は次のとおりである。

    建物 34年～39年

４ 固定資産の減価償却の方法

  有形固定資産

同左

  無形固定資産

   定額法

   ただし、自社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額

法によっている。

  無形固定資産

同左

  長期前払費用 

   均等償却

  

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい

る。

  なお、為替予約等の振当処理の対象となっている外

貨建金銭債権債務については、当該為替予約等の円

貨額に換算している。

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左

６ 引当金の計上基準

  貸倒引当金

   債権の貸倒れに備えるため、一般債権について

は、貸倒実績率により計上しているほか、貸倒懸

念債権等特定の債権については、債権の回収可能

性を個別に検討し、回収不能見込額を計上してい

る。

６ 引当金の計上基準

  貸倒引当金

同左

  役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計

上している。



 
  

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

  退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

している。

   過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法に

より、費用処理することとしている。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額

法により、翌期から費用処理することとしてい

る。

(会計方針の変更) 

「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」(企

業会計基準第３号 平成17年３月16日)及び「『退

職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用

指針」(企業会計基準適用指針第７号 平成17年３

月16日)が公表され、平成16年10月１日以後平成

17年４月１日前に開始する事業年度に係る財務諸

表から適用できることになったことに伴い、当事

業年度から同会計基準及び同適用指針を適用して

いる。なお、この変更による損益への影響は軽微

である。

(追加情報) 

従来、数理計算上の差異については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(12年)による定額法によっていたが、従業員の平

均残存勤務期間がこれを下回ったため、当期から

平均残存勤務期間以内の一定の年数を11年に変更

している。なお、この変更による損益への影響は

軽微である。

  退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上している。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法に

より、費用処理することとしている。

   数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額

法により、翌期から費用処理することとしてい

る。

 

  役員退職慰労引当金

   役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上している。

  役員退職慰労引当金

同左

  土壌汚染処理損失引当金

当社が所有する土地のうち工場跡地の一部につい

て土壌汚染が判明したことにより、土壌汚染浄化

処理の損失に備えるため、支払見込額を計上して

いる。

  土壌汚染処理損失引当金

同左

７ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・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によ

っている。

７ リース取引の処理方法

同左

８ ヘッジ会計の方法

  ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理によっている。

   なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債

務等については、振当処理を行っている。

８ ヘッジ会計の方法

  ヘッジ会計の方法

同左



 
  

会計処理の変更 

  

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日)

当事業年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日)

 

  ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 

 

外貨建債権債務及び 

外貨建予定取引

金利スワップ 借入金及び借換予定取引

 

  ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 

 

外貨建債権債務及び 

外貨建予定取引

金利スワップ 借入金

  ヘッジ方針

   為替予約

    通常の取引の範囲内で、外貨建営業債権債務に

係る将来の為替変動リスクを回避する目的で包

括的な為替予約取引等を行っている。

  ヘッジ方針

同左

   金利スワップ

    借入金の金利変動リスクを回避する目的で行っ

ており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行

っている。

  ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相

場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺

するものと想定することが出来るため、ヘッジ手

段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一である

ことを確認する事により有効性の判定に代えてい

る。

  ヘッジ有効性評価の方法

同左

９ 消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

９ 消費税等の会計処理

同左

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年12月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)
当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」
（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意
見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指
針第6号）を適用している。 
これにより税引前当期純利益は950百万円減少してい
る。 
なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表
等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してい
る。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 
当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月9
日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計
基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針
第8号）を適用している。 
従来の「資本の部」の合計に相当する金額は14,253百
万円である。 
なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお
ける財務諸表については、改正後の財務諸表等規則に
より作成している。

(役員賞与に関する会計基準)
当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4
号）を適用している。この結果、従来の方法に比べ
て、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、そ
れぞれ22百万円減少している。



 
  

表示方法の変更 

  

 
  

  

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年12月31日)

(貸借対照表)
固定負債の「預り保証金・敷金」に含めていた1年以内
返済予定預り保証金は、当事業年度から流動負債の
「１年以内返済予定預り保証金」として区分掲記して
いる。なお、前事業年度末の固定負債の「預り保証
金・敷金」に含まれる1年以内返済予定預り保証金は
1,731百万円である。

(損益計算書)
前事業年度まで区分掲記していた「販売協賛金」（当
事業年度25百万円）及び「業務受託手数料」（当事業
年度11百万円）は、それぞれ営業外収益の100分の10以
下となったため、営業外収益の「雑収入」に含めて表
示している。

営業外収益の「助成金」は、前事業年度まで「雑収
入」に含めて表示していたが、営業外収益の100分の10
を超えたため区分掲記している。なお、前事業年度の
「雑収入」に含まれる「助成金」の金額は28百万円で
ある。



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成17年12月31日)

当事業年度
(平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

20,676百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

21,832百万円

※２ 担保資産及び担保付債務

このうち、工場財団を組成する有形固定資産７百

万円(建物６百万円、土地１百万円)並びにその他

建物13,230百万円、土地75百万円、投資有価証券

2,058百万円を短期借入金1,131百万円、長期借入

金5,302百万円(うち、1年以内返済予定長期借入

金298百万円)、及び預り保証金・敷金15,115百万

円の担保に供している。

※２ 担保資産及び担保付債務

このうち、工場財団を組成する有形固定資産8百

万円(建物7百万円、土地1百万円)並びにその他建

物13,199百万円、土地75百万円、投資有価証券

1,568百万円を短期借入金1,139百万円、長期借入

金5,004百万円(うち、1年以内返済予定長期借入

金402百万円)、及び預り保証金・敷金13,013百万

円（うち、1年以内返済予定預り保証金933百万

円）の担保に供している。

 

※３ 会社が発行する株式の総数

140,000千株(普通株式)

ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに

相当する株式数を減ずることとなっている。

発行済株式の総数 35,099千株(普通株式)

 

 

 ４ 保証債務

カフラス㈱ (借入保証) 75百万円

従業員９名 (借入保証)  9百万円

計 84百万円

 ４ 保証債務

カフラス㈱ (借入保証) 75百万円

従業員９名 (借入保証) 6百万円

計 81百万円

 ５ 受取手形割引高

10百万円

 ５ 受取手形割引高

10百万円

※６ 期末日満期手形の処理

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理している。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、期末残高に含まれてい

る。

受取手形 57百万円

支払手形 0百万円

※６ 期末日満期手形の処理

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理している。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、期末残高に含まれてい

る。

受取手形 76百万円

支払手形 0百万円

※７ 配当制限

   有価証券の時価評価により、純資産額が7,001百

万円増加している。

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されてい

る。

   

   

※８ 会社が保有する自己株式の数

22,568株(普通株式)



(損益計算書関係) 

  
前事業年度

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

※１ 他勘定振替高の内訳

製・商品自家消費 16百万円

勘定付替受入高等 △170百万円

計 △154百万円

※１ 他勘定振替高の内訳

製・商品自家消費 17百万円

勘定付替受入高等 △220百万円

計 △203百万円

※２ サービス売上原価の内訳

労務費 318百万円

経費 4,146百万円

(うち減価償却費 1,335百万円)

計 4,465百万円

※２ サービス売上原価の内訳

労務費 330百万円

経費 4,006百万円

(うち減価償却費 1,193百万円)

計 4,337百万円

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費

386百万円

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費

427百万円

 

※４ 固定資産売却益の内訳

土地 1,714百万円

※５ 固定資産処分損の内訳

建物 16百万円

構築物 15百万円

機械及び装置 21百万円

車両及び運搬具 0百万円

工具・器具及び備品 2百万円

解体費等 183百万円

計 240百万円
 

※５ 固定資産処分損の内訳

建物 31百万円

構築物 3百万円

機械及び装置 1百万円

工具・器具及び備品 4百万円

解体費等 53百万円

計 93百万円

※６ 店舗閉鎖損の内訳

 

茨城県取手市(ショッピングセンター） 61百万円

茨城県取手市(ホームセンター) 2百万円

計 64百万円

※７ 減損損失の内訳

当事業年度において、当社は以下の資産又は資産
グループについて減損損失を計上している。

用途 場所 種類
金額 
(百万円)

繊維事業
資産

東京都 
中央区 
（１件）

リース 
資産

1

サービス
事業資産

茨城県 
取手市他 
（８件）

建物等 573

遊休資産

埼玉県 
さいたま市 
見沼区他 
（２件）

土地及び 
建物等

441

  （資産のグルーピングの方法） 

主に管理会計上の区分を基に、他の資産又は資産

グループから概ね独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小の単位にてグルーピングをしてい

る。

  （減損損失の認識に至った経緯） 

事業用資産については、収益力の低下により、遊

休資産については、地価が著しく下落したこと、

及び将来の用途が未確定であることにより、減損

損失を認識している。

なお、サービス事業資産における減損損失の種類

ごとの内訳は、建物457百万円、構築物45百万



 
  

  

  

円、車両及び運搬具0百万円、工具・器具及び備

品44百万円、無形固定資産7百万円、リース資産

17百万円である。また、遊休資産における減損損

失の種類ごとの内訳は建物45百万円、構築物8百

万円、工具・器具及び備品1百万円、土地382百万

円、無形固定資産4百万円である。

  （回収可能価額の算定方法等） 

回収可能価額は、正味売却価額、あるいは使用価

値により測定している。正味売却価額は、重要性

が高いものについては不動産鑑定評価額、それ以

外のものは固定資産税評価額等を基に算定してい

る。使用価値は、将来キャッシュ・フローを3.0%

で割り引いて算定している。

※８ 関係会社との取引高

受取配当金 103百万円

※８ 関係会社との取引高

受取配当金 103百万円



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りである。 

 取締役会決議に基づく東京証券取引所の終値取引による買付けによる増加    30,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加                                          899株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 22,568 30,899 ― 53,467



(リース取引関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

車両及び 
運搬具

44 18 26

工具・器具 
及び備品

335 176 159

その他 166 63 102

合計 546 258 288

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定している。

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

車両及び
運搬具

64 24 0 39

工具・器具
及び備品

227 110 16 101

その他 172 68 2 100

合計 464 203 19 241

同左

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 98百万円

１年超 190百万円

合計 288百万円

   

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

いる。

 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産 

減損勘定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年内 85百万円

１年超 164百万円

合計 249百万円

リース資産減損勘定期末残高 8百万円

同左

 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 

支払リース料 103百万円

減価償却費相当額 103百万円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、 

減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 108百万円

リース資産減損勘定の取崩額 11百万円

減価償却費相当額 97百万円

減損損失 19百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

当事業年度(平成18年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成17年12月31日)

当事業年度
(平成18年12月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 繰延税金資産

  投資有価証券評価損否認額 148百万円

  退職給付費用否認額 1,061百万円

  役員退職慰労引当金否認額 65百万円

  土壌汚染処理損失否認額 105百万円

  税務上の繰越欠損金 1,234百万円

  その他 220百万円

 繰延税金資産小計 2,836百万円

  評価性引当額 △732百万円

 繰延税金資産合計 2,104百万円

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △4,805百万円

  退職給付信託設定益 △1,012百万円

  固定資産圧縮積立金 △87百万円

 繰延税金負債合計 △5,905百万円

 繰延税金負債の純額 △3,801百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 投資有価証券評価損否認額 148百万円

 退職給付費用否認額 1,003百万円

 役員退職慰労引当金否認額 81百万円

 土壌汚染処理損失否認額 100百万円

 減損損失否認額 386百万円

 その他 558百万円

繰延税金資産小計 2,279百万円

 評価性引当額 △705百万円

繰延税金資産合計 1,573百万円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △3,823百万円

 退職給付信託設定益 △1,012百万円

 その他 △84百万円

繰延税金負債合計 △4,919百万円

繰延税金負債の純額 △3,346百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.7％

 (調整)

  評価性引当額の減少 △118.4％

  受取配当金等永久に益金に
  算入されない項目

△6.3％

  交際費等永久に損金に
  算入されない項目

0.8％

  住民税均等割 1.9％

  税効果会計適用後の法人税等の
  負担率

△81.3％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

 評価性引当額の減少 △1.6％

 受取配当金等永久に益金に
 算入されない項目

△3.6％

 交際費等永久に損金に
 算入されない項目

0.5％

 住民税均等割 1.1％

 その他 △0.8％

 税効果会計適用後の法人税等の
 負担率

36.3％



(１株当たり情報) 

  

 

(注１)１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 

(注２)１株当たり当期純利益、及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
  

(重要な後発事象) 

  

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 424円87銭 404円89銭

１株当たり当期純利益 47円63銭 31円23銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 47円36銭 31円15銭

前事業年度末
(平成17年12月31日)

当事業年度末
(平成18年12月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) ― 14,202

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 14,202

差額の主な内訳(百万円) ― ―

普通株式の発行済株式数（株） ― 35,130,000

普通株式の自己株式数（株） ― 53,467

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) ― 35,076,533

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 1,685 1,096

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,663 1,096

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)

 利益処分による役員賞与金 22 ―

普通株式の期中平均株式数(株) 34,913,878 35,092,118

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳(株) 
 新株予約権 197,875 89,798

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

当社が群馬県富岡市に所有する富岡工場(「旧官営富岡

製糸場」)が国の史跡指定を受けたことに伴い、群馬県

富岡市などが「旧官営富岡製糸場」を世界遺産登録申

請することを進めるため、同工場の土地を平成18年１

月18日に富岡市へ譲渡した。なお、本件譲渡に係る固

定資産売却益については、翌事業年度に計上する。 

 譲渡資産の内容 

  資産の内容 土地 51,022.07㎡ 

  所在地   群馬県富岡市富岡城１番１、１番５ 

  帳簿価額  ０百万円 

      



 
  

  譲渡価額  1,632百万円 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

 

投資 
有価証券

その他 
有価証券

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

㈱岩手銀行 155,274 1,032

芙蓉総合リース㈱ 256,000 916

昭栄㈱ 243,936 802

㈱みずほフィナンシャルグループ
（普通株）

891 757

東京建物㈱ 482,847 640

㈱阿波銀行 1,000,486 637

㈱鹿児島銀行 656,412 565

㈱セブン＆アイ・ホールディング
ス

139,957 517

㈱群馬銀行 700,651 500

イオン㈱ 148,791 383

㈱八十二銀行 489,964 381

帝国ピストンリング㈱ 334,000 371

みずほ信託銀行㈱ 1,380,822 364

㈱三菱UFJフィナンシャル・グル
ープ

222 327

㈱大垣共立銀行 600,480 306

㈱みずほフィナンシャルグループ
（優先株）

300 300

㈱山陰合同銀行 253,975 280

㈱肥後銀行 337,695 269

㈱武蔵野銀行 46,165 264

日東紡績㈱ 615,503 255

㈱山形銀行 399,680 246

㈱中村屋 414,000 236

日本カーリット㈱ 171,000 177

帝国繊維㈱ 320,000 174

㈱山武 45,000 119

㈱東邦銀行 213,924 106

㈱常陽銀行 150,000 98

㈱東日カーライフグループ 314,000 96

みずほインベスターズ証券㈱ 428,756 96

片倉チッカリン㈱ 190,575 77

㈱福岡銀行 60,536 52

大成建設㈱ 130,000 47

日産ディーゼル工業㈱ 110,250 43

倉敷紡績㈱ 116,865 36

富士紡ホールディングス㈱ 132,000 35

あいおい損害保険㈱ 42,194 35

㈱佐賀銀行 74,000 33

沖電気工業㈱ 125,500 33

㈱十八銀行 40,704 24

㈱千趣会 19,000 23

日本ユニシス㈱ 10,000 19

その他 37銘柄 537,323 92

計 11,889,680 11,781



【債券】 

  

 
  

【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 建物の当期増加額は、主に静岡県沼津市のショッピングセンター新築による増加232百万円、神奈川県横浜

市旭区の賃貸マンション新築による増加180百万円である。 

２ 建設仮勘定の当期増加額、及び減少額は各資産への振替額である。 

３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額である。 

４ 無形固定資産は資産総額の１％以下であるので「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載

有価証券
満期保有
目的の 
債券

銘柄 券面総額(百万円) 貸借対照表計上額(百万円)

利付国庫債券 第２３８回 500 498

利付国庫債券 第２３９回 500 498

芙蓉総合リース㈱コマーシャル・
ペーパー

1,000 998

計 2,000 1,995

資産の種類
前期末残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却 
累計額 
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末
残高 
(百万円)

有形固定資産

 建物 32,611 580 655 32,537 16,652 1,091 15,884

(502)

 構築物 3,745 154 84 3,815 2,749 135 1,065

(54)

 機械及び装置 1,065 37 25 1,078 935 33 142

(―)

 車両及び運搬具 20 ― 0 19 17 1 2

(0)

 工具・器具及び 
 備品

1,746 141 105 1,783 1,477 122 306

(45)

 土地 2,087 ― 383 1,704 ― ― 1,704

(382)

 建設仮勘定 149 765 914 ― ― ― ―

(―)

有形固定資産計 41,427 1,679 2,168 40,938 21,832 1,383 19,105

(985)

無形固定資産

 借地権 ― ― ― 54 ― ― 54

 ソフトウェア ― ― ― 2 1 0 1

 その他 ― ― ― 88 47 11 40

無形固定資産計 ― ― ― 145 48 11 96

長期前払費用 70 5 ― 75 53 16 22



を省略した。 

  



【引当金明細表】 

  

 
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の内訳は、洗替えによる減少8百万円、債権の回収による減少0百万円であ

る。 

  

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

貸倒引当金   (注) 109 8 0 8 108

役員賞与引当金 ― 22 ― ― 22

役員退職慰労引当金 161 41 1 ― 201

土壌汚染処理損失 
引当金

251 ― 13 ― 238



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

ａ 流動資産 

① 現金及び預金 

  

 
  

② 受取手形 

  

 
  

区分 金額(百万円)

現金 220

預金

 当座預金 1,101

 普通預金 38

 定期預金 4,606

 その他預金 0

小計 5,746

その他 0

計 5,966

取引先別内訳 期日別内訳

取引先
金額 
(百万円)

期日別
受取手形
(百万円)

割引手形 
(百万円)

岩谷産業㈱ 52 平成19年１月 318

前澤工業㈱ 51 平成19年２月 225

丸幸商事㈱ 51 平成19年３月 155 10

アイク㈱ 41 平成19年４月 112

㈱本山製作所 34 平成19年５月 4

その他 584

計 815 計 815 10



③ 売掛金 

  

 
(注) イオン㈱に対する売掛金の一部は、一括支払信託契約(受託者みずほ信託銀行㈱)による信託受益権を含んでい

る。 

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

 
(注) １ 発生高には消費税等が含まれている。 

 
  

④ 製品・商品 

  

 
  

⑤ 原材料 

  

 
  

⑥ 仕掛品 

  

 
  

取引先別内訳

取引先 金額(百万円) 取引先 金額(百万円)

日産ディーゼル工業㈱ 231 ㈱山武 96

イオン㈱ 168 アイク㈱ 69

㈱マイカル 102 その他 1,047

計 1,716

期間
期首残高 
(百万円)

発生高 
(百万円)

回収高
(百万円)

期末残高
(百万円)

回収率(％) 滞留期間(日)

平成18年１月～ 
平成18年12月

1,739 22,030 22,054 1,716 92.8 28.6

２ 
回収率＝

回収高
×100％   滞留期間＝

期首、期末平均残高
×365日

期首残高＋発生高 発生高

品名 金額(百万円) 品名 金額(百万円)

家庭用品・カー用品・ 
日曜大工用品等

881 石油製品他 31

メリヤス肌着 838 その他 6

靴下 181 計 1,940

品名 金額(百万円) 品名 金額(百万円)

機械部品 172
計 191

その他 18

品名 金額(百万円) 品名 金額(百万円)

機械部品 171 その他 1

メリヤス肌着 90 計 263



⑦ 貯蔵品 

  

 
  

ｂ 流動負債 

① 支払手形 

  

 
  

② 買掛金 

  

 
  

③ 短期借入金 

  

 
(注) ※印のある借入先からの借入金については、当該借入先の要請によりその一部又は全部について、借入先にお

ける貸付債権の譲渡を承諾している。 

  

内訳 金額(百万円) 内訳 金額(百万円)

補材代等 75 計 75

取引先 金額(百万円) 期日別内訳 金額(百万円)

三進交易㈱ 59 平成19年１月 323

新興産業㈱ 35 平成19年２月 302

兼吉㈱ 33 平成19年３月 213

㈱レヴァル 33 平成19年４月 34

㈱玉井商店 30 平成19年５月 6

その他 687

計 879 計 879

取引先別内訳

取引先 金額(百万円) 取引先 金額(百万円)

日産ディーゼル工業㈱ 137 中山福㈱ 34

㈱イエローハット 86 中屋商事㈱ 30

三進交易㈱ 77 その他 911

計 1,276

借入先 金額(百万円) 借入先 金額(百万円)

㈱みずほコーポレート銀行※ 639 ㈱岩手銀行 170

農林中央金庫 400 ㈱武蔵野銀行 160

㈱八十二銀行 200 その他 1,560

計 3,129



④ 設備関係支払手形 

  

 
  

ｃ 固定負債 

① 長期借入金 

  

 
(注) ※印のある借入先からの借入金については、当該借入先の要請によりその一部又は全部について、借入先にお

ける貸付債権の譲渡を承諾している。 

  

② 預り保証金・敷金 

  

 
  

③ 繰延税金負債 

  

取引先 金額(百万円) 期日別内訳 金額(百万円)

大成建設㈱ 61 平成19年１月 47

中村建設㈱ 25 平成19年２月 12

日信防災㈱ 13 平成19年３月 48

日新エアコンサービス㈲ 8 平成19年４月 12

秋山建設㈱ 7 平成19年５月 27

その他 32

計 149 計 149

借入先 金額(百万円) 借入先 金額(百万円)

日本政策投資銀行※ 1,196 ㈱八十二銀行 317

㈱みずほコーポレート銀行※ 642 明治安田生命保険(相) 238

農林中央金庫 428 その他 1,779

計 4,602

内訳 金額(百万円) 内訳 金額(百万円)

商業施設等賃貸保証金・敷金 15,331 計 15,331

区分 金額(百万円)

繰延税金資産

 投資有価証券評価損否認額 148

 退職給付費用否認額 1,003

 役員退職慰労引当金否認額 81

 土壌汚染処理損失否認額 100

 減損損失否認額 386

 その他 422

繰延税金資産小計 2,143



 
  

(3) 【その他】 

該当事項なし。 

  

  

 評価性引当額 △ 698

繰延税金資産合計 1,444

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額 △ 3,823

 退職給付信託設定益 △ 1,012

 その他 △ 83

繰延税金負債合計 △ 4,918

繰延税金負債の純額 △ 3,473



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注) １ 平成19年３月29日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当社の公告方法は、

次のとおりとなった。 

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告

による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

なお、電子公告は当社のホームページに掲載している。 

   ２ 平成19年３月29日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当社の単元未満株式

についての権利は、次のとおりとなった。     

当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲

げる権利以外の権利を行使することができない。 

(1） 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

  

  

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

株券の種類
１株券 10株券 50株券 100株券 500株券 1,000株券
10,000株券及び100株未満の株数を表示する株券

剰余金の配当の基準日 12月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 株券１枚につき印紙税相当額に100円を加えた額

単元未満株式の買取り

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 東京都において発行する日本経済新聞

株主に対する特典 なし



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はない。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

 
  

  

(1)
 

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第97期)

自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日

平成18年３月30日 
関東財務局長に提出。

(2)
 

半期報告書 (第98期中) 自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日

平成18年９月22日 
関東財務局長に提出。

(3) 
 

自己株券買付状況 
報告書

報告期間
自 平成18年11月１日
至 平成18年11月30日

平成18年12月15日 
関東財務局長に提出。



該当事項なし。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 

  

片倉工業株式会社 

 

  

 

  
 

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている片倉工業株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附

属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、片倉工業株式会社及び連結子会社の平成17年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

追記情報 

１．事業の種類別セグメント情報(注)５に記載されているとおり、会社は、従来、事業の種類別セグメン

ト情報の事業区分は、「繊維事業」、「非繊維の製造事業」、「サービス事業」、「その他の事業」と

していたが、当連結会計年度から「非繊維の製造事業」を「医薬品事業」と「機械関連事業」とに区分

して表示することとした。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、群馬県富岡市に所有する富岡工場(「旧官営富岡

製糸場」)の土地を平成18年１月18日に富岡市へ譲渡した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

平成18年３月30日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  後  藤  孝  男  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  三  澤  幸 之 助  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

  

片倉工業株式会社 

    

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている片倉工業株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及

び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、片倉工業株式会社及び連結子会社の平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

  

 追記情報 

１．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計

基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）を適用している。 

２．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号）を適用している。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

平成19年３月29日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  後  藤  孝  男  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  安  藤    武    ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

  

片倉工業株式会社 

 

  

 

  
 

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている片倉工業株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第97期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、片倉工業株式会社の平成17年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、群馬県富岡市に所有する富岡工場(「旧官営富岡製

糸場」)の土地を平成18年１月18日に富岡市へ譲渡した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

平成18年３月30日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  後  藤  孝  男  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  三  澤  幸 之 助  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

  

片倉工業株式会社 

 

  
 

  
 

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている片倉工業株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第98期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、片倉工業株式会社の平成18年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

平成19年３月29日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  後  藤  孝  男  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  安  藤    武       ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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