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第一部 【企業情報】

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

　

回次 第98期中 第99期中 第100期中 第98期 第99期

会計期間

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　６月30日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　６月30日

自　平成20年
　　１月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　12月31日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　12月31日

売上高 (百万円) 24,922 24,738 24,821 48,557 49,731

経常利益 (百万円) 1,948 2,770 1,979 3,674 4,827

中間(当期)純利益 (百万円) 875 1,106 727 1,444 1,887

純資産額 (百万円) 58,008 61,079 59,883 59,703 60,212

総資産額 (百万円) 110,561 114,949 109,839 116,336 112,950

１株当たり純資産額 (円) 1,127.261,178.951,141.791,151.741,151.33

１株当たり中間(当期)
純利益

(円) 24.94 31.52 20.71 41.15 53.76

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) 24.87 31.45 20.68 41.04 53.66

自己資本比率 (％) 35.8 36.0 36.5 34.7 35.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,637 1,853 2,096 3,390 3,213

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 719 △5,728 △1,416 △2,004 △4,493

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,402 △1,325 △1,079 △781 △781

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(百万円) 23,179 16,627 19,367 21,828 19,766

従業員数
[外　平均臨時雇用者数]

(名)
1,457
[757]

1,451
[782]

1,429
[788]

1,424
[782]

1,425
[759]

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数については、就業人員数を記載しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第98期中 第99期中 第100期中 第98期 第99期

会計期間

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　６月30日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　６月30日

自　平成20年
　　１月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　12月31日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　12月31日

売上高 (百万円) 10,282 10,363 10,267 20,981 21,058

経常利益 (百万円) 743 875 644 1,177 1,202

中間(当期)純利益 (百万円) 794 599 385 1,096 994

資本金 (百万円) 1,786 1,799 1,802 1,790 1,800

発行済株式総数 (株) 35,118,00035,158,00035,168,00035,130,00035,162,000

純資産額 (百万円) 14,406 14,707 13,466 14,202 13,783

総資産額 (百万円) 49,895 48,370 44,638 49,435 47,017

１株当たり純資産額 (円) 410.49 418.96 383.52 404.89 392.61

１株当たり中間(当期)
純利益

(円) 22.63 17.07 10.97 31.23 28.32

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) 22.57 17.03 10.95 31.15 28.27

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 8.00 10.00

自己資本比率 (％) 28.9 30.4 30.2 28.7 29.3

従業員数
[外　平均臨時雇用者数]

(名)
436
[166]

432
[174]

426
[177]

428
[169]

420
[172]

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数については、就業人員数を記載しております。
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

繊維事業
239
(38)

医薬品事業 557

機械関連事業
331
(15)

サービス事業
185
(722)

その他の事業
36
(8)

全社
81
(5)

合計
1,429
(788)

(注)　従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(　)内は臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員を外数で記

載しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名)
426
(177)

(注)　従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(　)内は臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員を外数で記載し

ております。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合との関係で特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速や株式・為替市場の変動、資源・食料価格

の高騰等から企業収益や個人消費も厳しさを増すなど、景気はすでに後退局面に入ったものと思われま

す。当社グループ関連市場におきましても、医薬品業界における薬価基準の引き下げ実施や後発品の使用

促進といった医療費抑制策の浸透や、サービス業界における一層の競争激化など、引き続き厳しい事業環

境で推移いたしました。

　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きましては、コ

スト削減や生産効率化の徹底を図るとともに、新製品の開発、新規販売先の開拓に努めてまいりました。

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きましては、お客様のニーズに

あったサービスを第一に心掛け、地域特性を活かした事業運営を展開してまいりました。

  この結果、当社グループの当中間連結会計期間の業績は、売上高は248億21百万円（前中間連結会計期

間比０.３％増）、営業利益は18億31百万円（同30.７％減）、経常利益は19億79百万円（同28.６％減）

中間純利益は７億27百万円（同34.３％減）となりました。

  営業の概況を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。
　

（売上高の内訳）

平成19年６月中間期 平成20年６月中間期 増減

（百万円） （百万円） （百万円） （％）

繊維事業 3,817 3,960 142 3.7

医薬品事業 9,130 8,746 △384 △4.2

機械関連事業 4,977 5,500 523 10.5

サービス事業 6,563 6,343 △220 △3.4

その他の事業 249 271 22 8.8

合計 24,738 24,821 82 0.3

①　繊維事業

肌着・靴下等の衣料品は、ボディスーツやウエストニッパー等の補正肌着の売上が好調に推移した

ことに加え、新規販売先の開拓や販売促進活動が奏効し増収となりました。

  この結果、繊維事業の売上高は39億60百万円（前中間連結会計期間比３.７％増）となり、営業利益

は25百万円（前中間連結会計期間は91百万円の損失）となりました。

②　医薬品事業

医薬品事業は、医療費抑制策による医療制度の改革、後発品の使用促進に加え、４月に実施された薬

価基準の引き下げの影響が大きく、減収となりました。また、研究開発の推進や原材料価格の高騰等に

より、営業費用が増加いたしました。

  この結果、医薬品事業の売上高は87億46百万円（前中間連結会計期間比４.２％減）となり、営業利

益は12億24百万円（同35.５％減）となりました。
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③　機械関連事業

工業用計器や各種バルブは、プラント向け工業用計器の受注が減少し、減収となりました。一方、ト

ラック部品は、国内トラックメーカーの中近東やアフリカを中心とした海外輸出が好調なことから、受

注が伸び増収となりました。また消防自動車は、競合各社間の受注競争が激化するなか、積極的な営業

活動が奏効し受注が増え、増収となりました。

  この結果、機械関連事業の売上高は55億円（同10.５％増）となり、営業利益は61百万円（前中間連

結会計期間は23百万円の損失）となりました。

④　サービス事業

ホームセンター等の小売事業は、他社との競合が激化する中で、地域特性に合わせたきめ細かい運営

に取り組み、また、２月には自転車専門店で４店舗目となる「サイクルタウンカタクラ江古田店」（東

京都練馬区）を開店いたしました。既存店舗では季節商品が活発に動いたことに加え、売場の改装が奏

効し、売上を牽引しましたが、前年休止した２店舗の売上をカバーできず、減収となりました。

  ショッピングセンター等の開発事業は、競合施設の出店やテナントからの賃貸料値下げ圧力などの

厳しい事業環境に加え、前年休止した施設の影響もあり、減収となりました。

  この結果、サービス事業の売上高は63億43百万円（前中間連結会計期間比３.４％減）となり、営業

利益は10億92百万円（同12.４％減）となりました。

⑤　その他の事業

遺伝子組換タンパク質の生産サービスは、バイオ業界の冷え込みが続いているものの、営業活動によ

る知名度の向上もあって増収となりました。訪花昆虫は、国内のミツバチ不足により仕入が困難な状況

でありましたが、自家増殖等の効率的運営により増収となりました。

  この結果、その他の事業の売上高は２億71百万円（同８.８％増）となりましたが、営業利益は研究

開発費の増等により１億14百万円の損失（前中間連結会計期間は79百万円の損失）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、193億67百万円

となり、前連結会計年度末に比べ３億99百万円減少いたしました。 

（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、20億96百万円となり、前中間連結会計期間に比べ２億43百万円（前

中間連結会計期間比13.１％）の収入増となりました。これは主に、運転資金が前中間連結会計期間に

比べ増加したためであります。

（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、14億16百万円となり、前中間連結会計期間に比べ43億11百万円（同

75.３％）の支出減となりました。これは主に、前中間連結会計期間において預入期間３ヶ月超の定期

預金への預け入れ額が大きかったことに比してのものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、10億79百万円となり、前中間連結会計期間に比べ２億46百万円（前

中間連結会計期間比18.６％）の支出減となりました。これは主に前中間連結会計期間において短期借

入金の返済額が大きかったことに比してのものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績
当中間連結会計期間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、次のとおりでありま
す。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

繊維事業 2,206 113.5

医薬品事業 7,342 90.3

機械関連事業 4,540 108.9

その他の事業 274 108.3

合計 14,364 99.1

(注) １　金額は販売価格ベースで表示しております。
２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注状況
中間連結財務諸表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ります。
なお、受注生産を行っている「機械関連事業」の受注高及び受注残高は、次のとおりであります。

　

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 5,466 186.2 3,819 246.9

(注)　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
　
(3) 販売実績
当中間連結会計期間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、次のとおりでありま
す。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

繊維事業 3,960 103.7

医薬品事業 8,746 95.8

機械関連事業 5,500 110.5

サービス事業 6,343 96.6

その他の事業 271 108.8

合計 24,821 100.3

(注) １　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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

　

相手先

前中間連結会計期間
自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日

当中間連結会計期間
自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

アステラス製薬㈱ 8,931 36.1 8,574 34.5
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３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。
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５ 【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ます。

  当中間連結会計期間における研究開発費の総額は、12億77百万円であります。

　事業の種類別セグメントにおける主な研究開発活動は、次のとおりであります。

(1) 繊維事業

繊維事業では、インナーウェアで中間連結財務諸表提出会社の衣料品事業部が、機能性繊維で連結子会

社の㈱ニチビがそれぞれ研究開発活動を行っています。

インナーウェアでは、「健康」「環境」をテーマに、より精度の高い有害物質除去加工、酵素加工、消臭

加工、保湿加工等の開発に取り組んでいます。

機能性繊維では、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ます。アルミナ長繊維については、耐熱性を強化す

る研究や触媒機能を付与する開発に取り組んでいます。イオン交換繊維については、分析用ろ紙等への応

用の研究を行っており、試作品の製造と性能向上の検討を繰り返し、積極的に開発を進めております。

当事業に係る研究開発費は、88百万円であります。

(2) 医薬品事業

医薬品事業を営む連結子会社のトーアエイヨー㈱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ます。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の開発を最重要研究テーマとしています。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ます。

当事業に係る研究開発費は、10億４百万円であります。

(3) 機械関連事業

機械関連事業では、自動車部品及び環境機器で中間連結財務諸表提出会社の機械電子事業部が、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ます。

自動車部品では、欧州向けカーエアコン冷媒のＣＯ２充填機を開発しており、平成21年からの販売を計

画しています。また、環境機器では、遊技場向けメダル洗浄機を開発し、現在、フィールドテストを実施し

ています。

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)

を開発し、当連結会計年度の11月までに納入予定であります。

当事業に係る研究開発費は、23百万円であります。

(4) その他の事業

その他の事業では、中間連結財務諸表提出会社の生物科学研究所が研究開発活動を行っています。

同研究所では、抗体チップ（デバイス上に抗体等のタンパク質を多種類搭載した、健康状態の診断を行

う装置）の開発と、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改良研究を行ってい

ます。

抗体チップについては、現在、搭載する抗体の選定を行っており、併せて測定技術の開発に着手してい

ます。蚕を用いたヒトのタンパク質生産研究は、ヒトのタンパク質を生産する際に、蚕に不足する成分を

補うことや、遺伝子組み換え技術によって蚕を改良することにより、ヒトと同じタンパク質の生産が可能

な蚕の品種育成を行っています。現在、蚕に足りないと想定される候補成分の取得及び蚕の改良に必要な

遺伝子の発見・取得が終了し、その有用性を確認しているところであります。

当事業に係る研究開発費は、１億59百万円であります。

上記各事業に賦課できない研究開発費は０百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備計画の変更

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について、重要な

変更はありません。

　

(2) 重要な設備計画の完了

前連結会計年度末に計画中であった重要な設備計画のうち、当中間連結会計期間において完了したも

のはありません。

　

(3) 重要な設備の新設等

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設は次のとおりであります。

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

投資予定額(百万円)

資金調達方法
着手
年月

完了予定
年月

完成後の
増加能力

総額 既支払額

トーア
エイ
ヨー
(株)

新本社
(東京都
中央区)

医薬品事業
土地建物の
取得

3,700 414 自己資金
平成20年
６月

平成20年
11月

新本社取
得のため
能力の増
加はなし

トーア
エイ
ヨー
(株)

福島工場
(福島県
福島市)

医薬品事業
顆粒剤生産
設備の増設

550 ― 自己資金
平成20年
９月

平成21年
１月

顆粒剤
生産能力
100％増

　

(4) 重要な設備の除却等

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 140,000,000

計 140,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年９月19日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,168,00035,170,000

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 35,168,00035,170,000― ―

(注)　提出日現在発行数には、平成20年９月１日からこの半期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、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

    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、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日(平成15年３月28日)

中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数(個)   78 (注)１ 76

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

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) 　 78,000(注)２ 76,000

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 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(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。

　

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前株価

既発行株式数＋新規発行株式数
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　　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。

　

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

　
　　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】

　

  該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

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)

自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日
(注)

6 35,168 1 1,802 1 318

(注)　新株予約権の行使による増加であります。

　

(5) 【大株主の状況】

平成20年６月30日現在

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㈱ 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 4,531 12.88

㈱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 6.01

㈱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 4.80

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 4.80

立花証券㈱ 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番14号 1,478 4.20

大成建設㈱ 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 1,400 3.98

モルガン・スタンレーアンドカ
ンパニーインク（常任代理人　モ
ルガン・スタンレー証券㈱）

1585 BROADWAY NEW YORK,NEW YORK 10036,
U.S.A.
(東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号)

1,371 3.89

みずほ信託銀行㈱ 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 1,023 2.90

明治安田生命保険(相) 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　㈱
みずほコーポレート銀行）

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

978 2.78

計 ― 17,276 49.12

(注) １　三井物産㈱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(持分比

率10.23％)を含んでおります(株主名簿上の名義は「日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(中央三井アセッ

ト信託銀行再信託分・三井物産㈱退職給付信託口)」であります)。

２　みずほ信託銀行㈱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(持

分比率0.42％)を含んでおります(株主名簿上の名義は「資産管理サービス信託銀行㈱　退職給付信託

みずほ信託銀行口」であります)。

３　カーネーション・インベストメント・リミテッド及びその共同保有者であるセーフ・ハーバー・マスター・

ファンド　エルピーから、平成20年６月13日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）により、平成

20年６月８日現在で共同保有関係を終了した旨、及び以下の株式を保有している旨の報告を受けております

が、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に

は含めておりません。
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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(％)

カーネーション・インベストメ
ント・リミテッド

PO Box 309 GT, Ugland House, 
South Church Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands

1,055 3.00

セーフ・ハーバー・マスター・
ファンド　エルピー

c / o  C i t c o  F u n d  S e r v i c e s (
C a y m a n  I s l a n d s ) L i m i t e d ,
 PO Box 31106 SMB, Windward 1,
Regatta Office Park, West Bay Road,
Grand Cayman, Cayman Islands

1,059 3.01

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年６月30日現在

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)

(自己保有株式)
普通株式

56,300
―

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

35,500
― 同上

完全議決権株式(その他)
普通株式

35,011,500
350,115 同上

単元未満株式
普通株式

64,700
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 35,168,000― ―

総株主の議決権 ― 350,115 ―

(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2,000株(議決権20個)含めて記載して

おります。

２　「単元未満株式」の株式数の欄には当社所有の自己株式49株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年６月30日現在

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(％)

(自己保有株式)
片倉工業株式会社

東京都中央区京橋
三丁目１番２号

56,300－　　　　　　　 56,300 0.16

(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
(加納第２ビル)

11,000 24,500 35,500 0.10

計 ― 67,300 24,500 91,800 0.26

(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24,531株を保有しております。
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２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 2,000 1,980 1,940 2,000 1,969 1,869

最低(円) 1,601 1,692 1,630 1,709 1,762 1,603

(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ります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年

大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

　なお、前中間連結会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)は、改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。   　　

　

２　監査証明について

当社は、前中間連結会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)及び前中間会計期間(平成19

年１月１日から平成19年６月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計期

間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)及び当中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６

月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中間

財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

　

前中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成19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

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 25,521 26,615 28,278

　２　受取手形及び売掛金 ※５ 15,464 14,564 15,468

　３　有価証券 ※２ 6,683 8,052 5,324

　４　棚卸資産 7,127 6,733 7,361

　５　その他 3,098 4,872 5,141

　　　貸倒引当金 △12 △11 △21

　　　流動資産合計 57,88250.4 60,82755.4 61,55254.5

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

　　(1) 建物及び構築物 ※２ 20,028 18,636 19,328

　　(2) 機械装置及び
　　　　運搬具

※２ 1,122 1,340 1,442

　　(3) 土地 ※２ 6,143 5,759 5,758

　　(4) その他 ※２ 933 1,254 713

　　　有形固定資産合計 28,227 26,990 27,242

　２　無形固定資産 220 228 209

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※２ 26,280 19,460 21,578

　　(2) その他 ※２ 2,464 2,520 2,548

　　　　貸倒引当金 △125 △187 △181

　　　投資その他の
　　　資産合計

28,618 21,794 23,945

　　　固定資産合計 57,06649.6 49,01244.6 51,39745.5

　　　資産合計 114,949100.0 109,839100.0 112,950100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成19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

(％)
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 ※2,5 7,513 7,493 8,156

　２　短期借入金 ※２ 3,942 4,264 4,694

　３　１年以内返済予定
　　　長期借入金

※２ 451 451 451

　４　未払法人税等 956 869 549

　５　賞与引当金 370 429 328

　６　設備関係支払手形 230 202 229

　７　その他 ※２ 8,608 8,246 8,665

　　　流動負債合計 22,07319.2 21,95720.0 23,07520.4

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※２ 4,451 3,999 4,250

　２　繰延税金負債 8,020 6,148 6,727

　３　退職給付引当金 3,100 2,818 2,926

　４　役員退職慰労引当金 536 571 557

　５　土壌汚染処理損失
　　　引当金

231 218 225

　６　預り保証金・敷金 ※２ 14,711 13,644 14,277

　７　その他 743 597 697

　　　固定負債合計 31,79527.7 27,99925.5 29,66226.3

　　　負債合計 53,86946.9 49,95645.5 52,73746.7

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 1,7991.6 1,8021.6 1,8001.6

　２　資本剰余金 315 0.3 318 0.3 316 0.3

　３　利益剰余金 29,67725.8 30,83528.1 30,45827.0

　４　自己株式 △73 △0.1 △77 △0.1 △75 △0.1

　　　株主資本合計 31,71827.6 32,87929.9 32,50028.8

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

9,700 7,244 7,970

　２　繰延ヘッジ損益 △33 △33 △50

　　　評価・換算差額等
　　　合計

9,6668.4 7,2116.6 7,9197.0

Ⅲ　少数株主持分 19,69417.1 19,79218.0 19,79217.5

　　　純資産合計 61,07953.1 59,88354.5 60,21253.3

　　　負債純資産合計 114,949100.0 109,839100.0 112,950100.0
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② 【中間連結損益計算書】

　

前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書
(自　平成19年１月１日
至　平成19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
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 24,738100.0 24,821100.0 49,731100.0

Ⅱ　売上原価 15,00960.7 15,48062.4 30,30160.9

　　　売上総利益 9,72839.3 9,34137.6 19,42939.1

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

　１　販売諸掛費 724 730 1,575

　２　広告宣伝費 539 583 1,267

　３　給料手当 2,511 2,297 4,997

　４　賞与引当金繰入額 ― 267 ―

　５　退職給付費用 67 100 115

　６　役員退職慰労
　　　引当金繰入額

48 48 96

　７　減価償却費 73 78 160

　８　旅費交通費 433 441 896

　９　研究開発費 1,120 1,277 2,455

　10　その他 1,566 7,08628.6 1,683 7,50930.2 3,313 14,87629.9

　　　営業利益 2,64210.7 1,8317.4 4,5529.2

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 58 86 146

　２　受取配当金 169 225 327

　３　助成金 ― 46 ―

　４　雑収入 116 345 1.4 96 455 1.8 261 735 1.5

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 169 160 340

　２　棚卸資産処分損 ― 124 ―

　３　休止事業所経費等 10 4 46

　４　持分法による
　　　投資損失

0 0 2

　５　雑損失 37 217 0.9 17 307 1.2 70 460 1.0

　　　経常利益 2,77011.2 1,9798.0 4,8279.7

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※１ 9 0 583

　２　投資有価証券売却益 81 2 81

　３　貸倒引当金戻入益 10 7 2

　４　移転補償金 16 ― 16

　５　受取補償金 ― 118 0.5 55 65 0.2 ― 683 1.4

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産処分損 ※２ 8 75 45

　２　減損損失 58 14 95

　３　投資有価証券評価損 ― 20 42

　４　損害賠償金 11 ― 11

　５　その他 ― 78 0.3 21 131 0.5 270 464 1.0

　　税金等調整前
　　中間(当期)純利益

2,81011.4 1,9137.7 5,04610.1

　　法人税、住民税及び
　　事業税

1,528 1,235 2,149

　　法人税等調整額 △279 1,2485.1 △333 902 3.6 155 2,3044.6

　　少数株主利益 455 1.8 284 1.2 854 1.7

　　中間(当期)純利益 1,1064.5 727 2.9 1,8873.8
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

　
株主資本 評価・換算差額等

少数

株主

持分

純資産

合計資本金
資本

剰余金

利益

剰余金

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18年12月31日残高(百万円)1,790 30628,852△71 30,8789,572△51 9,52119,30459,703

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 8 8 17 17

剰余金の配当 △280 △280 △280

中間純利益 1,106 1,106 1,106

自己株式の取得 △2 △2 △2

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額)
127 18 145 390 535

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円)
8 8 825 △2 840 127 18 145 390 1,375

平成19年６月30日残高(百万円) 1,799 31529,677△73 31,7189,700△33 9,66619,69461,079

　

当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

　
株主資本 評価・換算差額等

少数

株主

持分

純資産

合計資本金
資本

剰余金

利益

剰余金

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19年12月31日残高(百万円)1,800 31630,458△ 7532,5007,970△ 50 7,91919,79260,212

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 1 1 3 3

剰余金の配当 △351 △351 △351

中間純利益 727 727 727

自己株式の取得 △1 △1 △1

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額)
△725 17 △707 △0 △708

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円)
1 1 376 △1 378 △725 17 △707 △0 △329

平成20年６月30日残高(百万円) 1,802 31830,835△77 32,8797,244△33 7,21119,79259,883

　

前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　
株主資本 評価・換算差額等

少数

株主

持分

純資産

合計資本金
資本

剰余金

利益

剰余金

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18年12月31日残高(百万円)1,790 30628,852△ 7130,8789,572△ 51 9,52119,30459,703

連結会計年度中の変動額

新株の発行 10 9 20 20

剰余金の配当 △ 280 △ 280 △ 280

当期純利益 1,887 1,887 1,887

自己株式の取得 △ 4 △ 4 △ 4

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
△ 1,602 0△ 1,601488△ 1,113

連結会計年度中の変動額合計

(百万円)
10 9 1,606△ 4 1,622△ 1,602 0△ 1,601488 508

平成19年12月31日残高(百万円)1,800 31630,458△ 7532,5007,970△ 50 7,91919,79260,212
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　

前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日)

前連結会計年度

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日)

区分
注記

番号
金額(百万円) 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

　　　税金等調整前中間(当期)純利益 2,810 1,913 5,046

　　　減価償却費 1,036 1,084 2,118

　　　減損損失 58 14 95

　　　貸倒引当金の増減額 11 △4 76

　　　賞与引当金の増減額 37 100 △ 4

　　　退職給付引当金の増減額 △65 △107 △ 239

　　　役員退職慰労引当金の増減額 △89 14 △ 69

　　　土壌汚染処理損失引当金の

　　　増減額
△7 △7 △ 13

　　　受取利息及び受取配当金 △228 △312 △ 473

　　　支払利息 169 160 340

　　　持分法による投資損益 0 0 2

　　　固定資産売却益 △9 △0 △ 583

　　　固定資産処分損 8 75 45

　　　投資有価証券売却益 △81 △2 △ 81

　　　売上債権の増減額 1,385 904 1,380

　　　棚卸資産の増減額 139 627 △ 93

　　　仕入債務の増減額 △1,255 △662 △ 613

　　　預り保証金・敷金の増減額 △541 △633 △ 975

　　　その他 △268 △316 △610

　　　　　小計 3,109 2,849 5,347

　　　利息及び配当金の受取額 223 311 464

　　　利息の支払額 △175 △166 △ 351

　　　法人税等の支払額 △1,303 △897 △ 2,247

　　　営業活動による

　　　キャッシュ・フロー
1,853 2,096 3,213

Ⅱ　投資活動による

　　キャッシュ・フロー

　　　定期預金の純増減額 △6,239 △1,107 △ 8,352

　　　有価証券の取得による支出 △598 ― △ 598

　　　有価証券の売却又は

　　　償還による収入
2,600 1,140 5,304

　　　有形固定資産の取得による支出 △751 △1,113 △ 1,285

　　　有形固定資産の除却に伴う支出 △5 △27 △ 21

　　　有形固定資産の売却による収入 9 0 1,255

　　　無形固定資産の取得による支出 △31 △44 △ 51

　　　投資有価証券の取得による支出 △828 △330 △ 913

　　　投資有価証券の売却又は

　　　償還による収入
98 14 98

　　　貸付による支出 △0 △0 △0

　　　貸付金の回収による収入 17 50 71

　　　投資活動による

　　　キャッシュ・フロー
△5,728 △1,416 △ 4,493

Ⅲ　財務活動による

　　キャッシュ・フロー

　　　短期借入金の純増減額 △757 △430 △5

　　　長期借入金の返済による支出 △250 △250 △451

　　　株式の発行による収入 17 3 20

　　　自己株式の取得による支出 △2 △1 △4

　　　配当金の支払額 △281 △350 △282

　　　少数株主への配当金の支払額 △50 △50 △57

　　　財務活動による

　　　キャッシュ・フロー
△1,325 △1,079 △781

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △5,201 △399 △2,061

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 21,828 19,766 21,828

Ⅵ　現金及び現金同等物の

　　中間期末(期末)残高
16,627 19,367 19,766
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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
　　　子会社の名称

㈱ニチビ、トーアエイヨー㈱、
日本機械工業㈱、片倉機器工
業㈱、㈱片倉キャロンサービ
ス、カフラス㈱

１　連結の範囲に関する事項
　(1) 連結子会社の数　６社
　　　子会社の名称

同左
 

１　連結の範囲に関する事項
　(1) 連結子会社の数　６社
　　　子会社の名称

同左

　(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)
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、中間純損益(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
れも中間連結財務諸表に重要
な影響を及ぼしていないため
であります。

　(2) 主要な非連結子会社の名称
同左

 
　　　(連結の範囲から除いた理由)

同左

 
 

　(2) 主要な非連結子会社の名称
同左

 
　　　(連結の範囲から除いた理由)

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
ります。

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
　　　　―

　(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
　　　㈱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、それぞれ中

間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
除外しています。

　(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
同左
　
　

　　　(持分法を適用しない理由)
同左
　
　

 

　(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
同左
　
　

　　　(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
除外しています。

３　連結子会社の中間決算日等に関
する事項

　　連結子会社のうち、㈱ニチビの中
間決算日は３月31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９月
30日、㈱片倉キャロンサービス
は５月31日であります。

　　中間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、中間連結決
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ま
す。㈱ニチビ、㈱片倉キャロン
サービスについては、それぞれ
の中間決算日現在の財務諸表を
使用していますが、中間連結決
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
を行っています。

３　連結子会社の中間決算日等に関
する事項

同左
　
　

 
 

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日であります。

　　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ます。㈱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
表を使用していますが、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
を行っています。
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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

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

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
　　　　　　中間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)

　　　　その他有価証券
　　　　　時価のあるもの

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
　　　　　　移動平均法による原価法

　　　　　時価のないもの
同左

　　　　　時価のないもの
同左

　　　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
　　　　　　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
同左

　　　棚卸資産
同左

　　　デリバティブ
　　　　時価法

　　　デリバティブ
同左

　　　デリバティブ
同左
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

　(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
法によっています。

　　　　なお、主な耐用年数は次のとお
りであります。

　　　    建物　10～50年
 
　　　 (会計方針の変更)
        法人税法の改正に伴い、当

中間連結会計期間より、平
成19年４月１日以後に取得
した有形固定資産につい
て、改正後の法人税法に基
づく減価償却の方法に変更
しています。
当該変更に伴う損益に与え
る影響は軽微であります。

 
 
　　　 (追加情報）
        連結子会社のうち決算期が

３月であるトーアエイヨー
㈱、日本機械工業㈱、片倉機
器工業㈱、カフラス㈱につ
いては、平成19年３月31日
以前に取得した有形固定資
産について、償却可能限度
額まで償却が終了した翌事
業年度から５年間で均等償
却する方法によっていま
す。
これにより、営業利益、経常
利益、税金等調整前中間純
利益は、それぞれ17百万円
減少しています。

　(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
法によっています。

　　　　なお、主な耐用年数は次のとお
りであります。

　　　　　建物及び　　 10～50年
　構築物　

 
        　

　
　
　
　
　
　
　
　

 
　　　 (追加情報）

有形固定資産の減価償却方
法の変更
中間連結財務諸表提出会
社、連結子会社のうち決算
期が９月である㈱ニチビ、
11月である㈱片倉キャロン
サービスについては、平成
19年３月31日以前に取得し
た有形固定資産について、
償却可能限度額まで償却が
終了した翌事業年度から５
年間で均等償却する方法に
よっています。
これにより、営業利益、経常
利益、税金等調整前中間純
利益は、それぞれ34百万円
減少しています。

 
有形固定資産の耐用年数の
変更

        平成20年度の法人税法改正
に伴い、連結子会社のうち
決算期が３月であるトーア
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、有形固定
資産の利用状況を勘案した
結果、当中間連結会計期間
より耐用年数を変更してい
ます。
これにより、営業利益、経常
利益、税金等調整前中間純
利益は、それぞれ15百万円
増加しています。

　(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
法によっています。

　　　　なお、主な耐用年数は次のとお
りであります。

　　　　　建物及び　　 10～50年
　構築物　

　　　 (会計方針の変更)
　　　　法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、平成19年４
月１日以後に取得した有形
固定資産について、改正後
の法人税法に基づく減価償
却の方法に変更していま
す。
これにより、営業利益、経常
利益、税金等調整前当期純
利益は、それぞれ21百万円
減少しています。　

　　　 (追加情報）
 　　　 連結子会社のうち決算期が３

月であるトーアエイヨー
㈱、日本機械工業㈱、片倉機
器工業㈱、カフラス㈱につ
いては、平成19年３月31日
以前に取得した有形固定資
産について、償却可能限度
額まで償却が終了した翌事
業年度から５年間で均等償
却する方法によっていま
す。
これにより、営業利益、経常
利益、税金等調整前当期純
利益は、それぞれ56百万円
減少しています。
 

　　　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
よっています。

　　　無形固定資産
同左

 

　　　無形固定資産
同左
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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
額を計上しています。

　(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金

同左

　(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、当中間連結
会計期間の負担額を計上し
ています。

 

　　　賞与引当金
従業員の賞与の支給に備え
るため、支給見込額のうち、
当中間連結会計期間の負担
額を計上しています。
 

　　　 (追加情報）
        中間連結財務諸表提出会社

は、当中間連結会計期間よ
り重要性が増したため賞与
引当金を計上しています。
これにより営業利益、経常
利益、税金等調整前中間純
利益は、それぞれ73百万円
減少しています。

　　　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
ます。

　　　　―――――――― 　　　　―――――――― 　　　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
ています。

　　　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、
当中間連結会計期間末にお
いて発生していると認めら
れる額を計上しています。 
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
～13年)による定額法によ
り、費用処理することとし
ています。 
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
(11～13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
ます。

　　　 (追加情報）
連結子会社のトーアエイ
ヨー㈱は、従来、過去勤務債
務及び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（14年）に
よる定額法によっていまし
たが、従業員の平均残存勤
務期間がこれを下回ったた
め、当中間連結会計期間か
ら平均残存勤務期間以内の
一定の年数を13年に変更し
ています。なお、この変更に
よる損益への影響は軽微で
あります。

　　　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、
当中間連結会計期間末にお
いて発生していると認めら
れる額を計上しています。 
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ま
す。 
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、翌連結会計年度から費
用処理することとしていま
す。

　　　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
上しています。
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ま
す。
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、翌連結会計年度から費
用処理することとしていま
す。
 
 
 

　　　（追加情報）
連結子会社のトーアエイ
ヨー㈱は、従来、過去勤務債
務及び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（14年）に
よる定額法によっていまし
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
ます。
当該変更に伴う損益に与え
る影響は軽微であります。
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

　　　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、
内規に基づく中間期末要支
給額を計上しています。

　　　役員退職慰労引当金
同左

 

　　　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
を計上しています。

　　　土壌汚染処理損失引当金
中間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
計上しています。

　　　土壌汚染処理損失引当金
同左

　　　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
しています。

　(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、中間
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ま
す。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
しています。

　(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

　(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ます。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
います。

　(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
処理によっています。

　(5) 重要なリース取引の処理方法
同左

　(5) 重要なリース取引の処理方法
同左
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

　(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
ます。 
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
ています。 

　　　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

　(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 
　　　同左

　(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 
　　　同左
 

　　　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
ます。

　　　　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
います。

　　　ヘッジ方針
同左

　　　ヘッジ方針
同左

　　　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
ある事を確認することによ
り有効性の判定に代えてい
ます。

　　　ヘッジ有効性評価の方法
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

によっています。

　(7) 消費税等の会計処理
同左

　(7) 消費税等の会計処理
同左

５　中間連結キャッシュ・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ま
す。

５　中間連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲

同左
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表示方法の変更

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間まで区分掲記していた「業務受託手
数料」（当中間連結会計期間１百万円）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ます。

(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、販売費及び一般管理費の
「給料手当」に含めて表示していた「賞与引当金繰入
額」は、重要性が増したため当中間連結会計期間より区
分掲記しています。なお、前中間連結会計期間の「給料手
当」に含まれる「賞与引当金繰入額」は203百万円であ
ります。
 
前中間連結会計期間において、営業外収益の「雑収入」
に含めて表示していた「助成金」は、重要性が増したた
め当中間連結会計期間より区分掲記しています。なお、前
中間連結会計期間の「雑収入」に含まれる「助成金」は
６百万円であります。
 
前中間連結会計期間において、営業外費用の「雑損失」
に含めて表示していた「棚卸資産処分損」は、重要性が
増したため当中間連結会計期間より区分掲記していま
す。なお、前中間連結会計期間の「雑損失」に含まれる
「棚卸資産処分損」は27百万円であります。
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注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

　
前中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成19年12月31日)

　
※１　有形固定資

産の減価償
却累計額

41,094百万円

　
※１　有形固定資

産の減価償
却累計額

40,837百万円

　
※１　有形固定資

産の減価償
却累計額

39,961百万円

※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355百万円(建物及
び構築物117百万円、機械装置
及び運搬具30百万円、土地206
百万円)並びにその他建物及
び構築物12,727百万円及び土
地78百万円、投資有価証券
1,761百万円を、短期借入金
1,625百万円、及び長期借入金
4,903百万円（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
12,508百万円（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65
百万円、割引手形42百万円の
担保に供しています。

※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674百万円(建物及
び構築物111百万円、機械装置
及び運搬具24百万円、土地521
百万円、その他有形固定資産
17百万円)並びに建物及び構
築物11,971百万円、土地75百
万円、投資有価証券1,339百万
円、投資その他の資産のその
他に含まれる保証金30百万円
を、支払手形及び買掛金65百
万円、短期借入金1,625百万
円、長期借入金4,451 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11,567百万円（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927百万円）、割引手形9百
万円の担保に供しています。

※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362百万円(建物及
び構築物117百万円、機械装置
及び運搬具27百万円、土地206
百万円、その他有形固定資産
11百万円)並びに有価証券60
百万円 、建物及び構築物
12,345百万円、土地78百万円、
投資有価証券1,390百万円を、
支払手形及び買掛金65百万
円、短期借入金1,635百万円、
長期借入金4,702百万円(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12,092百万円（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）、割引手形25百万
円の担保に供しています。

　３　保証債務
従業員７名
(借入保証)

4百万円

　３　保証債務
従業員６名
(借入保証)

4百万円

　３　保証債務
従業員６名
(借入保証)

5百万円

　４　受取手形割引高 256百万円　４　受取手形割引高 175百万円　４　受取手形割引高 52百万円

※５　中間連結会計期間末日満期手
形の処理

　　　中間連結会計期間末日満期手形
の会計処理は、手形交換日を
もって決済処理しています。

　　　なお、当中間連結会計期間末日が
金融機関の休日であったた
め、次の中間連結会計期間末
日満期手形が中間連結会計期
間末残高に含まれています。

　　　受取手形   67百万円

　　　支払手形 89百万円

――――――――

 

※５　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
て決済処理しています。

　　　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
れています。

　　　受取手形 125百万円

　　　支払手形 83百万円

　

(中間連結損益計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　固定資産売却益の内訳
　　　主として中間連結財務諸表提出

会社の土地の売却益９百万円
であります。

※１　固定資産売却益の内訳
機械装置及び
運搬具

0百万円

※１　固定資産売却益の内訳
　　　主として連結財務諸表提出会社

の土地の売却益577百万円で
あります。

※２　固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び
運搬具

1百万円

解体費等 1百万円

その他 2百万円

計 8百万円

※２　固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 54百万円

機械装置及び
運搬具

0百万円

解体費等 19百万円

その他 0百万円

計 75百万円

※２　固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 11百万円

機械装置及び
運搬具

1百万円

解体費等 27百万円

その他 4百万円

計 45百万円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

　

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 35,130,000 28,000 ― 35,158,000

(変動事由の概要) 
増加数の内訳は、次のとおりであります。

ストック・オプションの権利行使による増加　 28,000株

　

２　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 53,467 1,182 ― 54,649

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　 1,182株

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　

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19年３月29日
定時株主総会

普通株式 280 8.00平成18年12月31日 平成19年３月30日

　

当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

　

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 35,162,000 6,000 ― 35,168,000

(変動事由の概要) 
増加数の内訳は、次のとおりであります。

ストック・オプションの権利行使による増加　 6,000株

　

２　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 55,553 796 ― 56,349

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　 796株

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　

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20年３月28日
定時株主総会

普通株式 351 10.00平成19年12月31日 平成20年３月31日

EDINET提出書類

片倉工業株式会社(E00524)

半期報告書

31/63



前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

　

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) 35,130,000 32,000 ― 35,162,000

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

ストック・オプションの権利行使による増加　 32,000株

　

２　自己株式に関する事項

　

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) 53,467 2,086 ― 55,553

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　 2,086株

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　

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19年３月29日
定時株主総会

普通株式 280 8.00平成18年12月31日 平成19年３月30日

　

(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

　

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20年３月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 351   10.00平成19年12月31日平成20年３月31日

　

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高
と中間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 25,521百万円

有価証券勘定 6,683百万円

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ヶ月
を超える定期預金

 △12,876百万円

償還期限が３ヶ月
を超える債券等

△3,699百万円

現金及び
現金同等物

16,627百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高
と中間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 26,615百万円

有価証券勘定 8,052百万円

短期貸付金のうち
現金同等物(現先)

2,796百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△16,096百万円

償還期限が３ヶ月
を超える債券等

△2,000百万円

現金及び
現金同等物

19,367百万円

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 28,278百万円

有価証券勘定 5,324百万円

短期貸付金のうち
現金同等物(現先)

3,494百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△14,989百万円

償還期限が３ヶ月
を超える債券等

△2,341百万円

現金及び
現金同等物

19,766百万円
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(リース取引関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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
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
累計額相当額及び中間期末残高
相当額

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

中間

期末

残高

相当額

百万円 百万円 百万円 百万円

機械
装置
及び
運搬具

179 99 ― 79

その他 710 356 14 339

合計 889 456 14 419

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、減損損失
累計額相当額及び中間期末残高
相当額

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

中間

期末

残高

相当額

百万円 百万円 百万円 百万円

機械
装置
及び
運搬具

190 111 ― 79

その他 626 363 5 257

合計 817 474 5 336

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、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

減価

償却

累計額

相当額

減損

損失

累計額

相当額

期末

残高

相当額

百万円 百万円 百万円 百万円

機械
装置
及び
運搬具

186 104 ― 81

その他 677 366 7 303

合計 864 471 7 385

　　なお、取得価額相当額は、未経過
リース料中間期末残高が有形固
定資産の中間期末残高等に占め
る割合が低いため、支払利子込
み法により算定しています。

同左 　　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
り算定しています。

２　未経過リース料中間期末残高相
当額及びリース資産減損勘定中
間期末残高

　　　未経過リース料中間期末残高
　　　相当額

　１年内 166百万円

　１年超 263百万円

　合計 429百万円

リース資産
減損勘定
中間期末
残高

10百万円

２　未経過リース料中間期末残高相
当額及びリース資産減損勘定中
間期末残高

　　　未経過リース料中間期末残高
　　　相当額

　１年内 121百万円

　１年超 220百万円

　合計 342百万円

リース資産
減損勘定
中間期末
残高

5百万円

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 155百万円

　１年超 238百万円

　合計 393百万円

リース資産
減損勘定
期末残高

7百万円

　　なお、未経過リース料中間期末残
高相当額は、未経過リース料中
間期末残高が有形固定資産の中
間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
算定しています。

同左 　　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ま
す。

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 97百万円
リース資産
減損勘定の
取崩額

1百万円

減価償却費
相当額

96百万円

減損損失 2百万円

３　支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額及び減価償却費相当
額
支払リース料 79百万円
リース資産
減損勘定の
取崩額

1百万円

減価償却費
相当額

77百万円

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 177百万円
リース資産
減損勘定の
取崩額

3百万円

減価償却費
相当額

173百万円

減損損失 2百万円

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
います。

４　減価償却費相当額の算定方法
同左

４　減価償却費相当額の算定方法
同左
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(有価証券関係)

(前中間連結会計期間末)(平成19年６月30日)

１　時価のある有価証券

　

(1) 満期保有目的の債券
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

　　　債券
　　　　国債 3,401 3,394 △6
　　　　金融債 2,300 2,299 △0
　　　　コマーシャル・ペーパー 2,496 2,496 △0

計 8,198 8,190 △8

(2) その他有価証券
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額
(百万円)

　①　株式 2,613 23,574 20,960
　②　債券
　　　　国債 140 141 1
　③　その他 11 23 12

計 2,765 23,739 20,974

　

２　時価評価されていない主な有価証券

　

(1) その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

　①　非上場株式 325
　②　ＭＭＦ 486

計 812

　

(当中間連結会計期間末)(平成20年６月30日)

１　時価のある有価証券

　

(1) 満期保有目的の債券
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

　　　債券
　　　　国債 2,000 2,001 0
　　　　コマーシャル・ペーパー 5,563 5,563 △0

計 7,564 7,564 0

(2) その他有価証券
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額
(百万円)

　①　株式 2,942 18,913 15,970
　②　その他 11 19 8

計 2,954 18,933 15,979
(注)１　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。

２　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について20百万円の減損処理を行っていま

す。

３　下落率が30％以上の株式の減損にあっては、回復の可能性が認められる合理的な反証がない限り減損処理を　

行うことを社内基準により規定しています。

　

　

２　時価評価されていない主な有価証券

　

(1) その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

　①　非上場株式 336
　②　ＭＭＦ 488

計 825
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(前連結会計年度末)(平成19年12月31日)

１　時価のある有価証券

　

(1) 満期保有目的の債券
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価
(百万円)

差額
(百万円)

　　　債券
        国債 2,401 2,403 2
　　　　金融債 599 599 △0
　　　　コマーシャル・ペーパー 2,495 2,495 △0

計 5,496 5,498 1

(2) その他有価証券
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

　①　株式 2,656 20,231 17,575
　②　債券
　　　　国債 140 140 0
　③　その他 11 24 13

計 2,807 20,397 17,589
(注)１　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42百万円の減損処理を行っています。

２　下落率が30％以上の株式の減損にあっては、回復の可能性が認められる合理的な反証がない限り減損処理を

行うことを社内基準により規定しています。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

　

(1) その他有価証券
連結貸借対照表計上額

(百万円)

　①　非上場株式 326
　②　ＭＭＦ 487

計 814

　

(デリバティブ取引関係)

(前中間連結会計期間末)(平成19年６月30日)

　　　　　該当事項はありません。
　　　　　なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っていますが、いずれもヘッジ会計を適用しているので、

注記の対象から除いています。

　

(当中間連結会計期間末)(平成20年６月30日)

　　　　　該当事項はありません。
　　　　　なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っていますが、いずれもヘッジ会計を適用しているので、

注記の対象から除いています。

　

(前連結会計年度末)(平成19年12月31日)

　　　　　該当事項はありません。
　　　　　なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っていますが、いずれもヘッジ会計を適用しているので、

注記の対象から除いています。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

(前中間連結会計期間)(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30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)

　　売上高

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

3,8179,1304,9776,563 249 24,738 ― 24,738

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2 ― ― 172 ― 175 (175) ―

計 3,8209,1304,9776,736 249 24,914(175)24,738

　　営業費用 3,9117,2335,0015,489 329 21,965　　 130 22,096

　　営業利益
　　又は営業損失(△)

△91 1,897 △23 1,246 △79 2,948 (306)2,642

(注) １　事業区分の方法は、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ます。
　　 ２　各事業の製商品と事業内容

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

　　 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223百万円であり、その主なものは、中
間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ります。

　

(当中間連結会計期間)(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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)

　　売上高

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

3,9608,7465,5006,343 271 24,821 ― 24,821

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2 ― ―　 172 ― 175 (175) ―

計 3,9628,7465,5006,515 271 24,996(175)24,821

　　営業費用 3,9377,5215,4385,423 386 22,707 282 22,989

　　営業利益
　　又は営業損失(△)

25 1,224 61 1,092△114 2,289 (458)1,831

(注) １　事業区分の方法は、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ます。
　　 ２　各事業の製商品と事業内容

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、サイクルショップ、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

　　 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373百万円であり、その主なものは、中
間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ります。
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(前連結会計年度)(自　平成19年１月１日　至　平成19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)

　　売上高

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

8,04318,4889,66913,135 393 49,731 ― 49,731

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

7 ― ― 350 ― 357 (357) ―

計 8,05118,4889,66913,485 393 50,088(357)49,731

　　営業費用 8,16614,8829,84011,292 681 44,863 315 45,178

　　営業利益
　　又は営業損失(△)

△115 3,606△171 2,193△287 5,225 (673)4,552

(注) １　事業区分の方法は、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ます。
　　 ２　各事業の製商品と事業内容

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、サイクルショップ、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

　　 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505百万円であり、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ります。

　

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、在外子会社及び重要な在外

支店がないため、記載を省略しています。

　

【海外売上高】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、海外売上高が連結売上高の

10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。
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(１株当たり情報)

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 1,178円95銭 1,141円79銭 1,151円33銭

１株当たり中間(当期)
純利益

31円52銭 20円71銭 53円76銭

潜在株式調整後１株
当たり中間(当期)純利益

31円45銭 20円68銭 53円66銭

(注１)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　前中間連結会計期間末

　(平成19年６月30日）

　当中間連結会計期間末

　(平成20年６月30日)

前連結会計年度末

(平成19年12月31日)

純資産の部の合計額
(百万円)

61,079 59,883 60,212

普通株式に係る中間期末
(期末)の純資産額(百万円)

41,385 40,090 40,419

差額の主な内訳(百万円)

　少数株主持分 19,694 19,792 19,792

普通株式の発行済株式数
(株)

35,158,000 35,168,000 35,162,000

普通株式の自己株式数(株) 54,649 56,349 55,553

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)

35,103,351 35,111,651 35,106,447

(注２)　１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。
　 前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

中間(当期)純利益
(百万円)

1,106 727 1,887

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円)

1,106 727 1,887

普通株式の期中平均株式数
(株)

35,091,496 35,108,044 35,097,300

潜在株式調整後１株当たり
中間(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 71,514 55,074 66,045
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(重要な後発事象)

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

――――――――
 

本社ビルの移転について

中間連結財務諸表提出会社は、本社ビ

ル老朽化に伴う建替えの検討を行って

いましたが、平成20年７月31日の取締

役会において、本社移転を決議し、移転

先ビルに係わる定期建物賃貸借契約を

㈱デュープレックス・ギャザリングと

締結しました。
新本社所在地 東京都中央区

銀座一丁目
移転先 デュープレックス

銀座タワー１／19
３階～９階

なお、移転先での業務開始予定日は現

状未定であり、移転関連費用の発生に

よる業績への影響額については現在集

計中であります。

また、今後、本社ビルテナントの立ち退

き関係費用の発生が予想されます。
 
連結子会社の本社土地建物の購入につ

いて

連結子会社のトーアエイヨー㈱は、新

たな本社の土地建物の購入について平

成20年６月26日開催の取締役会で決議

し、購入代金の一部を支払っていまし

たが、７月４日に当該土地建物の引渡

しを受けました。
購入資産内容

新本社所在地 東京都中央区
八丁堀三丁目

土地 3,185百万円

建物 424百万円

なお、新本社への移転は11月を予定し

ています。
 
子会社設立と事業の譲受について

中間連結財務諸表提出会社は、平成20

年８月19日開催の取締役会において、

以下のとおり、100％子会社を設立し、

当該子会社がオグラン㈱及びオグラン

大野原㈱の事業の一部を譲受けること

を決議しました。
子会社名称 オグランジャパン

㈱
主な事業内容 衣料用繊維製品の

製造、輸入及び販
売
衣料用繊維製品の
包装、梱包及び配
送業務

設立年月日 平成20年８月19日

本社所在地 東京都中央区
京橋三丁目

資本金　　　 １百万円(100百万
円に増資予定)

決算期　　 11月

平成20年12月期の連結業績に与える影

響は軽微であります。

――――――――
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

　

前中間会計期間末

(平成19年６月30日)

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19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
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 6,045 6,123 6,427

　２　受取手形 ※５ 797 619 766

　３　売掛金 1,639 1,686 1,816

　４　有価証券 1,997 998 998

　５　棚卸資産 2,504 2,489 2,409

　６　短期貸付金 － 2,808 3,503

　７　その他 1,651 730 679

　　　貸倒引当金 △6 △7 △7

　　　流動資産合計 14,62930.2 15,44934.6 16,59335.3

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

　　(1) 建物 ※２ 15,416 14,183 14,680

　　(2) 土地 ※２ 1,835 1,450 1,450

　　(3) 建設仮勘定 11 28 2

　　(4) その他 ※２ 1,381 1,214 1,315

　　　有形固定資産合計 18,644 16,877 17,449

　２　無形固定資産 104 100 104

　３　投資その他の資産

　　(1) 関係会社株式及び
　　　　投資有価証券

※２ 13,857 11,030 11,666

　　(2) 破産更生債権等 107 161 162

　　(3) その他 1,150 1,194 1,221

　　　　貸倒引当金 △122 △175 △179

　　　投資その他の資産
　　　合計

14,992 12,211 12,870

　　　固定資産合計 33,74169.8 29,18865.4 30,42464.7

資産合計 48,370100.0 44,638100.0 47,017100.0
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前中間会計期間末

(平成19年６月30日)

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19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
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 ※５ 878 968 894

　２　買掛金 1,085 1,207 1,259

　３　短期借入金 ※２ 3,050 3,028 3,078

　４　１年以内返済予定
　　　長期借入金

※２ 402 402 402

　５　未払法人税等 235 197 358

　６　賞与引当金 － 73 －

　７　設備関係支払手形 41 40 88

　８　その他 ※2,6 4,018 3,904 4,670

　　　流動負債合計 9,71220.1 9,82222.0 10,75022.9

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※２ 4,401 3,999 4,200

　２　繰延税金負債 3,606 2,622 2,805

　３　役員退職慰労引当金 178 188 198

　４　土壌汚染処理損失
　　　引当金

231 218 225

　５　預り保証金・敷金 ※２ 14,790 13,723 14,356

　６　その他 743 597 697

　　　固定負債合計 23,95049.5 21,34947.8 22,48247.8

　　　負債合計 33,66369.6 31,17169.8 33,23370.7

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

１　資本金 1,7993.7 1,8024.1 1,8003.8

２　資本剰余金

(1) 資本準備金 315 318 316

資本剰余金合計 315 0.7 318 0.7 316 0.7

３　利益剰余金

(1) 利益準備金 437 437 437

(2) その他利益剰余金

配当準備積立金 560 700 560

固定資産圧縮積立
金

112 96 99

別途積立金 5,000 5,400 5,000

繰越利益剰余金 866 771 1,274

利益剰余金合計 6,97514.4 7,40516.6 7,37115.7

４　自己株式 △ 73△ 0.2 △ 77△ 0.2 △ 75△ 0.2

株主資本合計 9,01618.6 9,44921.2 9,41220.0

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券
　　評価差額金

5,72411.9 4,0509.1 4,4219.4

２　繰延ヘッジ損益 △ 33△0.1 △ 33△ 0.1 △ 50△ 0.1

評価・換算差額等
合計

5,69011.8 4,0179.0 4,3719.3

純資産合計 14,70730.4 13,46630.2 13,78329.3

負債純資産合計 48,370100.0 44,638100.0 47,017100.0
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② 【中間損益計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自　平成19年１月１日
至　平成19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
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 10,363100.0 10,267100.0 21,058100.0

Ⅱ　売上原価 7,14669.0 7,01668.3 14,63569.5

　　　売上総利益 3,21631.0 3,25131.7 6,42230.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,43423.5 2,75726.9 5,33225.3

　　　営業利益 782 7.5 493 4.8 1,0905.2

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 11 23 29

　２　その他 271 283 2.7 290 313 3.1 483 512 2.4

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 156 145 310

　２　その他 32 189 1.8 17 162 1.6 90 401 1.9

　　　経常利益 875 8.4 644 6.3 1,2025.7

Ⅵ　特別利益 ※１ 72 0.7 61 0.6 646 3.1

Ⅶ　特別損失 64 0.6 83 0.8 422 2.0

　　　税引前中間(当期)
　　　純利益

884 8.5 622 6.1 1,4256.8

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

244 206 389

　　　法人税等調整額 40 285 2.7 31 237 2.4 41 431 2.1

　　　中間(当期)純利益 599 5.8 385 3.7 994 4.7
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30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
合計資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

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18年12月31日
残高(百万円)

1,790 306 437 560 115 4,1001,4446,657△ 71 8,682

中間会計期間中の
変動額

　新株の発行 8 8 17

　固定資産圧縮積立金の取崩 △ 3 3 ― ―

　別途積立金の積立 900 △ 900 ― ―

　剰余金の配当 △ 280△ 280 △ 280

　中間純利益 599 599 599

　自己株式の取得 △ 2 △ 2

　株主資本以外の
　項目の中間会計
　期間中の変動額
　(純額)
中間会計期間中の
変動額合計(百万円)

8 8 ― ― △ 3 900 △ 578 318 △ 2 333

平成19年６月30日
残高(百万円)

1,799 315 437 560 112 5,000 866 6,975△ 73 9,016

　

評価・換算差額等

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18年12月31日
残高(百万円)

5,570△ 51 5,51914,202

中間会計期間中の
変動額

　新株の発行 17

　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

　中間純利益 599

　自己株式の取得 △ 2

　株主資本以外の
　項目の中間会計
　期間中の変動額
　(純額)

153 18 171 171

中間会計期間中の
変動額合計(百万円)

153 18 171 504

平成19年６月30日
残高(百万円)

5,724△ 33 5,69014,707
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当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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
合計資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

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19年12月31日
残高(百万円)

1,800 316 437 560 99 5,0001,2747,371△ 75 9,412

中間会計期間中の
変動額

　新株の発行 1 1 3

　配当準備積立金の積立 140 △ 140 ― ―

　固定資産圧縮積立金の取崩 △ 2 2 ― ―

　別途積立金の積立 400 △ 400 ― ―

　剰余金の配当 △ 351△ 351 △ 351

　中間純利益 385 385 385

　自己株式の取得 △ 1 △ 1

　株主資本以外の
　項目の中間会計
　期間中の変動額
　(純額)
中間会計期間中の
変動額合計(百万円)

1 1 ― 140 △ 2 400 △ 502 34 △ 1 36

平成20年６月30日
残高(百万円)

1,802 318 437 700 96 5,400 771 7,405△ 77 9,449

　

評価・換算差額等

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19年12月31日
残高(百万円)

4,421△ 50 4,37113,783

中間会計期間中の
変動額

　新株の発行 3

　配当準備積立金の積立 ―

　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 △ 351

　中間純利益 385

　自己株式の取得 △ 1

　株主資本以外の
　項目の中間会計
　期間中の変動額
　(純額)

△ 371 17 △ 354△ 354

中間会計期間中の
変動額合計(百万円)

△ 371 17 △ 354△ 317

平成20年６月30日
残高(百万円)

4,050△ 33 4,01713,466

　

EDINET提出書類

片倉工業株式会社(E00524)

半期報告書

45/63



前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19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
資本

準備金

利益

準備金

その他利益剰余金

利益

剰余金

合計

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18年12月31日
残高(百万円)

1,790 306 437 560 115 4,1001,4446,657△ 71 8,682

事業年度中の
変動額

　新株の発行 10 9 20

　固定資産圧縮積立金の取崩 △ 15 15 ― ―

　別途積立金の積立 900 △ 900 ― ―

　剰余金の配当 △ 280△ 280 △ 280

　当期純利益 994 994 994

　自己株式の取得 △ 4 △ 4

　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)

10 9 ― ― △ 15 900 △ 170 714 △ 4 729

平成19年12月31日
残高(百万円)

1,800 316 437 560 99 5,0001,2747,371△ 75 9,412

　

評価・換算差額等

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18年12月31日
残高(百万円)

5,570△ 51 5,51914,202

事業年度中の
変動額

　新株の発行 20

　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

　当期純利益 994

　自己株式の取得 △ 4

　株主資本以外の
　項目の事業年度
　中の変動額
　(純額)

△ 1,149 0 △ 1,148△ 1,148

事業年度中の
変動額合計(百万円)

△ 1,149 0 △ 1,148△ 418

平成19年12月31日
残高(百万円)

4,421△ 50 4,37113,783
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　資産の評価基準及び評価方法
　(1) 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
　　　　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
　　　　　中間決算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)

１　資産の評価基準及び評価方法
 (1) 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
　　　　　　　同左

１　資産の評価基準及び評価方法
　(1) 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
　　　　　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
　　　　　移動平均法による原価法

　　　時価のないもの
同左

　　　　時価のないもの
同左

　(2) デリバティブ 
　　　時価法

　(2) デリバティブ
　　　　　　　同左

　(2) デリバティブ 
　　　　　　　同左

　(3) 棚卸資産
　　　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
　　　　月次移動平均法による原価法

　(3) 棚卸資産
　　　製品・商品及び仕掛品
　　　　小売商品

同左
　　　　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

　(3) 棚卸資産
　　　製品・商品及び仕掛品
　　　　小売商品

同左
　　　　その他

同左
 
　　　原材料及び貯蔵品
　　　　月次移動平均法による原価法

２　固定資産の減価償却の方法
　(1) 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
によっています。
なお、主な耐用年数は次のと
おりです。
　建物　34年～39年
(会計方針の変更)
法人税法の改正に伴い、当中
間会計期間より、平成19年４
月１日以後に取得した有形固
定資産について、改正後の法
人税法に基づく減価償却の方
法に変更しています。
当該変更に伴う損益に与える
影響は軽微であります。

２　固定資産の減価償却の方法
　(1) 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
によっています。
なお、主な耐用年数は次のと
おりです。
　建物　34年～39年

 
(追加情報)
法人税法の改正に伴い、平成
19年３月31日以前に取得した
有形固定資産について、償却
可能限度額まで償却が終了し
た翌事業年度から５年間で均
等償却する方法によっていま
す。
これにより、営業利益、経常利
益、税引前中間純利益は、それ
ぞれ26百万円減少していま
す。

２　固定資産の減価償却の方法
　(1) 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
によっています。
なお、主な耐用年数は次のと
おりです。
　建物　34年～39年
(会計方針の変更)
法人税法の改正に伴い、当事
業年度より、平成19年４月１
日以後に取得した有形固定資
産について、改正後の法人税
法に基づく減価償却の方法に
変更しています。
当該変更に伴う損益に与える
影響は軽微であります。

 

　(2) 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ま
す。

　(2) 無形固定資産
同左
　　
　
　
　

　(2) 無形固定資産
同左
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　 前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

３　引当金の計上基準
　(1) 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ます。

　　　　　――――――――

 
　――――――――

 

３　引当金の計上基準
　(1) 貸倒引当金

同左

 
　(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備える
ため、支給見込額のうち、当中
間会計期間の負担額を計上し
ています。
(追加情報)
当中間会計期間より重要性が
増したため賞与引当金を計上
しています。
これにより、営業利益、経常利
益、税引前中間純利益は、それ
ぞれ73百万円減少していま
す。
――――――――

 

３　引当金の計上基準
　(1) 貸倒引当金

同左

 
　　　　　――――――――

 
　(3) 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
　　　ます。

　(4) 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、当中間会計期
間末において発生していると
認められる額を計上していま
す。
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
ることとしています。
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、翌事業
年度から費用処理することと
しています。

　(4) 退職給付引当金
同左

 

　(4) 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ま
す。
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
ることとしています。
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、翌事業
年度から費用処理することと
しています。

　(5) 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
に基づく中間期末要支給額を
計上しています。

　(5) 役員退職慰労引当金
同左

　(5) 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
しています。

　(6) 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
ています。

４　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、中間決
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
て処理しています。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
に換算しています。

　(6) 土壌汚染処理損失引当金
同左
　
　
　
　
　

４　外貨建の資産及び負債の本邦通
貨への換算基準

同左
　
　
　
　
　
　
　

　(6) 土壌汚染処理損失引当金
同左
　
　
　
　
　

４　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
理しています。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
換算しています。
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　 前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

５　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
ています。

５　リース取引の処理方法
同左

 

５　リース取引の処理方法
同左

 
６　ヘッジ会計の方法
　(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっていま
す。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
ます。

６　ヘッジ会計の方法
　(1) ヘッジ会計の方法

同左

６　ヘッジ会計の方法
　(1) ヘッジ会計の方法

同左

　(2) 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

　(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　　同左

　(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　　同左

　(3) 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
引等を行っています。

　(3) ヘッジ方針
　　　為替予約

同左

　(3) ヘッジ方針
　　　為替予約

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
約ごとに行っています。

　　　金利スワップ
同左

　　　金利スワップ
同左

　(4) 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
えています。

　(4) ヘッジ有効性評価の方法
同左

 

　(4) ヘッジ有効性評価の方法
同左

 

７　その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理
税抜き方式によっています。

７　その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理
同左

７　その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理
同左

　

　
表示方法の変更

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
  至　平成20年６月30日)

――――――――
 

(中間貸借対照表)
流動資産の「その他」に含めて表示していた「短期貸付
金」は、資産総額の100分の５を超えたため当中間会計期
間末より区分掲記しています。なお、前中間会計期間末の
「その他」に含まれる「短期貸付金」は1,008百万円で
あります。
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

　
前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成19年12月31日)

※１　有形固定資
産の減価償
却累計額

22,402百万円

※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12,723百万円、土
地52百万円、投資有価証券
1,700百万円を短期借入金
1,060百万円、長期借入金　　　
4,803百万円(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
12,508百万円(うち、その他流
動負債933百万円)の担保に供
しています。

※１　有形固定資
産の減価償
却累計額

21,394百万円

※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６百万円(建物５
百万円、土地１百万円)並びに
建物11,967百万円、土地52百
万円、投資有価証券1,339百万
円を短期借入金1,038百万円、
長期借入金　　　4,401百万円
(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　11,567百万円
(うち、その他流動負債927百
万円)の担保に供しています。

※１　有形固定資
産の減価償
却累計額

20,894百万円

※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５
百万円、土地１百万円)並びに
建物12,342百万円、土地52百
万円、投資有価証券1,390百万
円を短期借入金1,088百万円、
長期借入金　　4,602百万円(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　12,092百万円(う
ち、その他流動負債933百万
円)の担保に供しています。

　３　保証債務
借入保証 　　　
日本機械工業㈱ 200百万円
カフラス㈱ 75百万円
従業員７名 4百万円

　３　保証債務
借入保証 　　　
日本機械工業㈱ 656百万円
カフラス㈱ 75百万円
従業員６名 4百万円

　３　保証債務
借入保証
日本機械工業㈱

 
1,000百万円

カフラス㈱ 75百万円
従業員６名 5百万円

　４　受取手形割引高 10百万円 　４　受取手形割引高 10百万円　４　受取手形割引高 10百万円

※５ 中間会計期間末日満期手形の
処理
中間会計期間末日満期手形の
会計処理は、手形交換日を
もって決済処理しています。
なお、中間会計期間末日が金
融機関の休日であったため、
次の中間会計期間末日満期手
形が、中間会計期間末残高に
含まれています。

　　　　受取手形　　　　58百万円
　　　　支払手形　　　　 0百万円

        ―――――――― ※５　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
処理しています。
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
まれています。

　　　　受取手形 81百万円

※６　消費税等の取扱い 
　　　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の
「その他」に含めて表示して
います。

※６　消費税等の取扱い 
同左

        ――――――――
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(中間損益計算書関係)

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

         ――――――――
 

　　　　――――――――― ※１　特別利益の主要項目

　　　固定資産売却益　　　  

建物 4百万円

構築物 0百万円

工具器具備品 0百万円

土地 577百万円

計 583百万円

　２　減価償却実施額
　　　有形固定資産　　 638百万円
　　　無形固定資産　　　 5百万円

　２　減価償却実施額
　　　有形固定資産 　　602百万円
　　　無形固定資産　　   5百万円

　２　減価償却実施額
　　　有形固定資産   1,288百万円
　　　無形固定資産　　　14百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

１　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 53,467 1,182 ― 54,649

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　1,182株

　

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

１　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 55,553 796 ― 56,349

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　796株

　

前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　 １　自己株式に関する事項

　

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) 53,467 2,086 ― 55,553

  (変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　2,086株

　

次へ
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(リース取引関係)

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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
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
累計額相当額及び中間期末残高
相当額

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

中間

期末

残高

相当額

百万円 百万円 百万円 百万円

車両
及び
運搬具

67 28 ― 39

工具
器具
備品

220 114 10 94

その他 155 67 3 84

合計 444 210 14 219

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、減損損失
累計額相当額及び中間期末残高
相当額

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

中間

期末

残高

相当額

百万円 百万円 百万円 百万円

車両
及び
運搬具

73 36 ― 36

工具
器具
備品

181 115 4 61

その他 156 94 1 60

合計 411 246 5 158

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、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

減価
償却
累計額
相当額

減損
損失
累計額
相当額

期末
残高
相当額

百万円 百万円 百万円 百万円

車両
及び
運搬具

70 32 ― 38

工具
器具
備品

189 106 5 77

その他 161 83 1 76

合計 421 221 7 192

　　なお、取得価額相当額は、未経過
リース料中間期末残高が有形固
定資産の中間期末残高等に占め
る割合が低いため、支払利子込
み法により算定しています。

同左 　　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
り算定しています。

２　未経過リース料中間期末残高相
当額及びリース資産減損勘定中
間期末残高

　　　未経過リース料中間期末残高
　　　相当額

１年内 82百万円

１年超 146百万円

合計 229百万円

リース資産
減損勘定
中間期末
残高

10百万円

２　未経過リース料中間期末残高相
当額及びリース資産減損勘定中
間期末残高

　　　未経過リース料中間期末残高
　　　相当額

１年内 52百万円

１年超 112百万円

合計 164百万円

リース資産
減損勘定
中間期末
残高

5百万円

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 82百万円

１年超 117百万円

合計　　　　　 200百万円

リース資産
減損勘定
期末残高

7百万円　　

　　なお、未経過リース料中間期末残
高相当額は、未経過リース料中
間期末残高が有形固定資産の中
間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
算定しています。

同左 　　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ま
す。

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 47百万円
リース資産
減損勘定の
取崩額

1百万円

減価償却費
相当額

45百万円

減損損失 2百万円

３　支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額及び減価償却費相当
額
支払リース料 42百万円
リース資産
減損勘定の
取崩額

1百万円

減価償却費
相当額

40百万円

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 91百万円
リース資産
減損勘定の
取崩額

3百万円

減価償却費
相当額

87百万円

減損損失 2百万円

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
います。

４　減価償却費相当額の算定方法
同左

４　減価償却費相当額の算定方法
同左
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(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成19年６月30日)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。

　

当中間会計期間末(平成20年６月30日)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。

　

前事業年度末(平成19年12月31日)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。
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(１株当たり情報)

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 418円96銭 383円52銭 392円61銭

１株当たり中間(当期)
純利益

17円07銭 　10円97銭 28円32銭

潜在株式調整後１株
当たり中間(当期)
純利益金額

17円03銭 10円95銭 28円27銭

　(注１)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
  前中間会計期間末
  (平成19年６月30日)

 当中間会計期間末
 (平成20年６月30日)

 前事業年度末
 (平成19年12月31日)

純資産の部の合計額
(百万円)

14,707 13,466 13,783

普通株式に係る純資産
額(百万円)

14,707 13,466 13,783

普通株式の発行済株式
数(株)

35,158,000 35,168,000 35,162,000

普通株式の自己株式数
(株)

54,649 56,349 55,553

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)

35,103,351 35,111,651 35,106,447

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

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

中間(当期)純利益
(百万円)

599 385 994

普通株式に係る中間
(当期)純利益
(百万円)

599 385 994

普通株式の期中平均株
式数(株)

35,091,496 35,108,044 35,097,300

潜在株式調整後１株当
たり中間(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 71,514 55,074 66,045
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(重要な後発事象)

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

――――――――
 

本社ビルの移転について
本社ビル老朽化に伴う建替えの検討
を行っていましたが、平成20年７月
31日の取締役会において、本社移転
を決議し、移転先ビルに係わる定期
建物賃貸借契約を㈱デュープレック
ス・ギャザリングと締結しました。
新本社所在地 東京都中央区

銀座一丁目
移転先 デュープレックス

銀座タワー１／19
３階～９階

なお、移転先での業務開始予定日は
現状未定であり、移転関連費用の発
生による業績への影響額については
現在集計中であります。
また、今後、本社ビルテナントの立ち
退き関係費用の発生が予想されま
す。
 
子会社設立と事業の譲受について
平成20年８月19日開催の取締役会に
おいて、以下のとおり、100％子会社
を設立し、当該子会社がオグラン㈱
及びオグラン大野原㈱の事業の一部
を譲受けることを決議しました。
子会社名称 オグランジャパン

㈱
主な事業内容 衣料用繊維製品の

製造、輸入及び販
売
衣料用繊維製品の
包装、梱包及び配
送業務

設立年月日 平成20年８月19日

本社所在地 東京都中央区
京橋三丁目

資本金　　　 １百万円(100百万
円に増資予定)

決算期　　 11月

平成20年12月期の業績に与える影響
は軽微であります。

――――――――
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1)有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第99期)

自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

平成20年３月28日
関東財務局長に提出。

(2)有価証券報告書
の訂正報告書

事業年度
(第99期)

自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

平成20年７月４日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年９月14日

片　倉　工　業　株　式　会　社

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 　　　㊞

　

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19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監

査を行った。この中間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中間連結

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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう

ような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。中間監査は分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、片倉工業株式会社及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

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　

　

 ※　上記は、中間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、その原本は当社が別途保管している。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年９月16日

片　倉　工　業　株　式　会　社

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 　　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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20年１月１日から平成20年12月31日までの連結会計年度の中間連結

会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間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中

間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう

ような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。中間監査は分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、片倉工業株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

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　

　
 ※　上記は、中間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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年９月14日

片　倉　工　業　株　式　会　社

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　 　　㊞

　

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19年１月１日から平成19年12月31日までの第99期事業年度の中間会計期間(平

成19年１月１日から平成19年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

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。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、片倉工業株式会社の平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

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　

　

 ※　上記は、中間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、その原本は当社が別途保管している。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年９月16日

片　倉　工　業　株　式　会　社

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　 　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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20年１月１日から平成20年12月31日までの第100期事業年度の中間

会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

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。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、片倉工業株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

　

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　

　
 ※　上記は、中間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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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