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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】 

  

回次 第196期中 第197期中 第198期中 第196期 第197期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(1）連結経営指標等   

売上高（百万円） 71,934 76,393 74,062 147,276 154,385

経常利益（百万円） 1,529 2,491 3,265 3,950 5,755

中間(当期)純利益（百万円） 738 1,104 2,073 1,961 2,604

純資産額（百万円） 74,229 75,879 87,536 79,082 79,953

総資産額（百万円） 173,759 188,877 195,801 182,130 187,083

１株当たり純資産額（円） 313.47 327.50 377.95 340.97 344.89

１株当たり中間(当期)純利益 
（円） 

3.09 4.77 8.95 8.01 10.97

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 42.7 40.2 44.7 43.4 42.7

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

2,866 5,143 6,278 7,163 10,292

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△1,495 △1,302 △2,117 △3,708 △8,970

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△3,606 1,150 △3,645 △5,459 △  80

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円） 

12,646 17,655 14,661 12,694 13,926

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)(人) 

6,557 
(1,299) 

6,441
(1,307) 

6,419
(1,364) 

6,594 
(1,278) 

6,445
(1,306) 



 （注）１．売上高は、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）抜きで記載している。 

２．第196期中及び第196期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期）純利益については、調整計算の結果、１株当たり中間

（当期）純利益が減少しないため記載していない。また、第197期中、第198期中及び第197期の潜在株式調整後１株当た

り中間(当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

  

回次 第196期中 第197期中 第198期中 第196期 第197期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等   

売上高（百万円） 48,752 53,631 49,683 101,097 106,065

経常利益（百万円） 1,023 1,602 1,969 2,384 3,498

中間(当期)純利益（百万円） 561 846 929 1,451 1,810

資本金（百万円） 22,040 22,040 22,040 22,040 22,040

発行済株式総数（千株） 246,939 246,939 246,939 246,939 246,939

純資産額（百万円） 72,480 74,441 83,699 77,714 77,897

総資産額（百万円） 136,074 150,951 155,934 145,858 148,845

１株当たり中間(年間)配当額 
（円） 

0.00 0.00 0.00 4.00 5.00

自己資本比率（％） 53.3 49.3 53.7 53.3 52.3

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)(人) 

1,899 
(264) 

1,825
(285) 

1,790
(282) 

1,886 
(279) 

1,805
(294) 



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）が営む事業の内容について、重要な変更はない。ま

た、主要な関係会社の異動もない。 

なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更している。変更の内容については、「第５ 経理の状況 １．

中間連結財務諸表等（１）中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報）」に記載のとおりである。 

  

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ない。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、（ ）内は臨時従業員の当中間連結会計期間の平均人員で、外書きである。 

２．「全社（共通）」は、当社の管理部門及び技術研究所の人員である。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、（ ）内は臨時従業員の当中間会計期間の平均人員で、外書きである。 

  

(3）労働組合の状況 

 労使関係について、特に記載すべき事項はない。 

  

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

繊維事業 4,562 （617） 

化成品事業 793 （323） 

不動産活用事業 135 （50） 

工作機械事業 202 （28） 

その他の事業 542 （329） 

全社（共通） 185 （17） 

計 6,419 （1,364） 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 1,790 （282） 



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のわが国経済は、原油価格の高騰に伴う原料価格などの上昇があったものの、高水準の企業収益を背景

として、設備投資が引き続き増加し、また雇用と賃金の改善により個人消費が底堅く推移するなど、景気の回復が続いてい

る。  

 天然繊維業界では、国内では「クールビズ」など話題性の高い商品は伸びたが、繊維製品全般での需要の減少や原油価格の

高騰といったコスト上昇要因により、きびしい状況で推移した。 

 非繊維部門の主要販売先である自動車業界においては輸出・国内販売とも引き続き堅調であり、住宅関連業界では戸建て住

宅の着工件数は低調であったが、マンションの建設は順調に推移した。 

 このような情勢下にあって、当社グループは顧客ニーズに的確に応えるため、顧客との協業による新商品の企画、新技術の

開発を積極的に進めるとともに、国内外のグループ各社の情報収集力や開発・生産力、ＱＲ対応力といった能力を最大限に活

用することや、取引先との連携を強化することにより、効率的な生産・販売体制の確立に努めた。その結果、連結売上高は７

４０億円と前年同期に比べ２３億円（△３．１％）の減収となったが、コストダウンの推進などにより、連結経常利益は３２

億６千万円と前年同期に比べ７億７千万円（３１．１％）の増益となった。 

 また、特別利益に固定資産売却益など１３億９千万円を計上する一方、特別損失に固定資産の減損損失など１３億８千万円

を計上したことなどにより、連結中間純利益は２０億７千万円と前年同期に比べ９億６千万円（８７．７％）の大幅な増益と

なった。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

 なお、当中間連結会計期間から「その他の事業」に含まれていた「工作機械事業」を区分表示することとしたため、前年同

期比較に当たっては前中間連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っている。 

  

［繊維事業］ 

 綿合繊部門は、香港営業所のデニム輸出が健闘したものの、国内では、好調に推移していたレディースジーンズ用素材及び

大手ＳＰＡ関連の受注が減少した。一方、海外関係会社は、好調な対米輸出や顧客との協業の推進により、受注が伸びて好調

であった。 

 羊毛部門は、事業再構築のため、商品開発の見直しと強化、新規販路の開拓を行ったが、国内でのマーケットの縮小傾向が

続いたことなどにより、販売が低迷した。 

 この結果、繊維事業の売上高は４２１億円と前年同期に比べ３３億円(△７．３％）の減収となったが、羊毛部門の事業再構

築に伴うコストの削減などにより、営業利益は１６億９千万円と前年同期に比べ２億３千万円（１６．０％）の増益となっ

た。 

  

［化成品事業］ 

 主力の自動車向け軟質ウレタンフォームは、自動車の堅調な需要に支えられ順調に推移したが、半導体関連商品の出荷は低

調であった。また、住宅建材分野では、戸建て住宅の着工件数が低調であったため、外装建材の販売は伸び悩んだが、マン

ションの建設が好調に推移し、断熱材を中心に売上を伸ばした。 

 この結果、売上高は１８１億円と前年同期に比べ４億円（２．７％）の増収となったが、原油価格の高騰に伴うコストアッ

プの影響などにより、営業利益は２億９千万円と前年同期に比べ１億１千万円(△２８．６％）の減益となった。 

  

［不動産活用事業］ 

 安定的な収益確保を目指し、新規賃貸事業の推進に注力した結果、売上高は３２億円と前年同期に比べ１億円（４．７％）

の増収となり、営業利益も１３億８千万円と前年同期に比べ９千万円（７．５％）の増益となった。 



［工作機械事業］ 

 主力の横中ぐりフライス盤が国内では自動車、建設機械、造船向けに、また輸出でも中国、北米向けに売上を伸ばし、引き

続き好調に推移した結果、売上高は２８億円と前年同期に比べ４億円（１８．４％）の増収となり、営業利益も４億６千万円

と前年同期に比べ１億２千万円（３８．５％）の増益となった。 

  

［その他の事業］ 

 エンジニアリング部門は、水処理装置は堅調であったが、ガス処理装置、焼却装置、薬液供給設備が低調であった。 

 エレクトロニクス部門は、コンピュータ・カラーマッチング・システムや飲料容器検査システムが低調であったが、画像処

理技術を応用した携帯電話などの基板検査システムや遊星式攪拌脱泡装置を主力とする試験検査機器は順調に推移した。 

 バイオメディカル部門は、核酸自動分離装置と遺伝子機能解析関連の受託サービスが低調であった。 

 食品部門は、提案型営業の推進により、主力の即席めん具材をはじめ、スープ、健康食品の分野が順調に推移した。 

 この結果、その他の事業の売上高は７６億円、営業利益は３億円とほぼ前年同期並みとなった。 

  

 以上により、当中間連結会計期間の連結売上高は７４０億円と前年同期に比べ２３億円（△３．１％）の減収となったが、

当社の全社的な研究開発費用など４億８千万円を控除した連結営業利益は３６億５千万円と前年同期に比べ３億７千万円（１

１．４％）の増益となった。 

  

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。 

 なお、当中間連結会計期間から「その他の地域」に含まれていた「アジア地域」を区分表示することとしたため、前年同期

比較に当たっては前中間連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っている。 

  

［日本］ 

 繊維事業において、好調に推移していたレディースジーンズ用素材及び大手ＳＰＡ関連の受注が減少したことなどから、売

上高は６４６億円と前年同期に比べ３７億円（△５．４％）の減収となった。営業利益は工作機械事業が好調に推移したこと

などで２８億２千万円と前年同期に比べ１億６千万円（６．３％）の増益となった。 

  

［アジア］ 

 タイ、中国、香港地域で展開しているジーンズビジネスを中心に繊維事業が好調であったことに加え、中国の化成品事業も

売上を伸ばしたことなどから、売上高は７０億円と前年同期に比べ１２億円（２０．７％）の増収となり、営業利益も１０億

９千万円と前年同期に比べ２億円（２３．５％）の増益となった。 

  

［その他の地域］ 

 ブラジルの繊維事業が順調であったことなどから、売上高は２３億円と前年同期に比べ１億円（７．４％）の増収となり、

営業利益も２億４千万円と前年同期に比べ８千万円（５２．９％）の増益となった。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 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、１４６億６千万円となり、前中間連結会

計期間末に比べ２９億９千万円減少した。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、６２億７千万円（前年同期比１１億３千万円増）となった。こ

れは、税金等調整前中間純利益や減価償却費の内部留保などによるものである。 



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、２１億１千万円（前年同期比８億１千万円減）となった。これ

は、主に有形・無形固定資産を取得したことによるものである。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、３６億４千万円（前年同期比４７億９千万円減）となった。こ

れは、主に借入金の返済をすすめたことによるものである。 

  

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、次のとおりである。 

 （注）１．セグメント間の取引については、仕入先の属するセグメントにおいて相殺消去している。 

２．繊維事業には、上記生産実績のほかに、販売を主たる事業とする会社の商品仕入実績が、3,657百万円ある。 

３．不動産活用事業は、生産活動を行っていない。 

４．金額は消費税等抜きの製造原価で記載している。 

５．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期

間分を変更後の区分に組み替えて行っている。 

  

(2）受注状況 

当中間連結会計期間における工作機械事業の受注状況を示すと、次のとおりである。 

なお、工作機械事業を除く事業については、主として見込生産を行っている。 

 （注）１．金額は消費税等抜きで記載している。 

２．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期

間分を変更後の区分に組み替えて行っている。 

  

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 32,534 △9.1 

化成品事業 15,791 7.4 

工作機械事業 2,132 21.2 

その他の事業 5,590 0.1 

合計 56,048 △3.1 

区分 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

工作機械事業 3,872 25.5 4,422 73.9 



(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、次のとおりである。 

 （注）１．セグメント間の取引については、販売会社の属するセグメントにおいて相殺消去している。 

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合については、相手先別販売実績が総販売実績の10％未満の

ため、省略している。 

３．金額は消費税等抜きで記載している。 

４．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期

間分を変更後の区分に組み替えて行っている。 

  

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（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はない。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

技術受入契約の契約先の変更 

織物の圧迫収縮仕上（サンフォライズ） 

当社は、米国クルーエット・ピーボディ社との間で織物の圧迫収縮仕上加工に関する技術援助契約を締結していたが、当

該契約が同社の親会社である米国ＧＴＢ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯＲＰに譲渡されたため、契約先を変更した。 

なお、契約期間等の契約内容に変更はない。 

  

５【研究開発活動】 

当社グループ（当社及び連結子会社）は、新素材及び新製品の開発等を中心とした研究開発活動を行っている。 

研究開発は、当社の技術研究所を中心に実施しており、研究スタッフは、グループ全体で約110名である。 

当中間連結会計期間における各セグメント別の研究の目的、主要課題及び研究成果は、次のとおりである。 

なお、研究開発費の総額は725百万円であるが、当社技術研究所で行っている基礎研究費が配分できないため、各セグメントに

係る研究開発費の金額は記載していない。 

  

（１）繊維事業 

繊維素材の改質・機能付与、高強度繊維を用いた産業資材などの研究開発を行っている。当中間連結会計期間の成果として

は、電子線グラフト重合による消臭・吸湿発熱・抗菌加工の開発、酵素系洗剤に対する羊毛繊維の脆化防止加工技術の開発、

多軸シート補強プラスチック材料の開発などがある。 

  

（２）化成品事業 

無機建材、機能性フィルム、軟質ウレタンフォーム、真空断熱フォームの研究開発を行っている。当中間連結会計期間の成

果としては、無機建材関連では土木建築向け高靭性セメント系繊維複合材料の耐環境性能の優位性の向上、軟質ウレタン

フォーム関連では、難黄変、吸音ウレタンフォームの改良開発、真空断熱フォーム関連では、薄物真空断熱パネル、ＰＥＴ芯

材パネルの用途拡大などがある。 

  

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 42,178 △7.3 

化成品事業 18,115 2.7 

不動産活用事業 3,273 4.7 

工作機械事業 2,895 18.4 

その他の事業 7,600 △1.2 

合計 74,062 △3.1 



（３）その他の事業 

（エンジニアリング部門） 

環境浄化システム、排水処理技術などの研究開発を行っている。当中間連結会計期間の成果としては、ＵＡＳＢ運転条件

の改良開発、促進酸化法による環境汚染物質の分解処理技術の改良、同技術による小型分解処理装置の用途拡大などがあ

る。 

  

（エレクトロニクス部門） 

カラー画像処理技術、紫外線・赤外線分光技術、三次元情報の抽出技術、図形・画像処理応用技術などの研究開発を行っ

ている。当中間連結会計期間の成果としては、缶外面検査装置の高性能化、プリント基板検査装置の商品化、鋼板上無機

コート厚み計の開発、半導体向け微量濃度計の開発、三次元変位計測システムの開発などがある。 

  

（バイオメディカル部門） 

核酸の分離・分析関連、細胞関連製品の研究開発を行っている。当中間連結会計期間の成果としては、多検体ＤＮＡアレ

イ及び関連装置の開発などがある。また、バイオ分野向け画像処理技術及び関連装置の開発、アレルギー診断用たんぱくア

レイの開発などを行っている。 

  

  



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ない。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はない。ま

た、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 

  



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】 

 （注） 「株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めている。 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 977,011,000 

計 977,011,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成17年12月16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 246,939,284 246,939,284
東京・大阪の各証券取引
所 
（各市場第１部） 

－ 

計 246,939,284 246,939,284 － － 

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17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

－ 246,939 － 22,040 － 15,255 



(4）【大株主の状況】 

 （注）当社は自己株式15,333千株を保有している。 

  

   平成17年９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（％） 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６－６
日本生命証券管理部内 

13,173 5.33 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－11 12,085 4.89 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 11,180 4.52 

株式会社みずほコーポレート銀行
（常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内１丁目３－３
（東京都中央区晴海１丁目８－12晴海
アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟） 

11,180 4.52 

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11－３ 7,859 3.18 

株式会社中国銀行（常任代理人 
資産管理サービス信託銀行株式会
社） 

岡山県岡山市丸の内１丁目15－20
（東京都中央区晴海１丁目８－12晴海
アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟） 

7,265 2.94 

ソシエテジェネラルバンクアンド
トラスト（常任代理人 香港上海
銀行東京支店） 

11，AVENUE EMILE REUTER L-2420 
LUXEMBOURG 
（東京都中央区日本橋３丁目11-１） 

4,959 2.00 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27－２ 4,857 1.96 

ステートストリートバンクアンド
トラストカンパニー５０５０１９
（常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業務
室） 

AIB INTERNATIONAL CENTRE P. O. BOX 
518 IFSC DUBLIN, IRELAND 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

4,309 1.74 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（三井アセット信託銀
行再信託分・ＣＭＴＢエクイティ
インベストメンツ株式会社信託
口） 

東京都中央区晴海１丁目８－11 4,120 1.66 

計 － 80,988 32.79 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．完全議決権株式（自己株式等）欄は、全て当社保有の自己株式である。 

２．完全議決権株式（その他）には、証券保管振替機構名義の株式が177,000株（議決権177個）含まれている。 

  

②【自己株式等】 

 （注） 株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権1個）ある。 

なお、当該株式は、上記①発行済株式の「完全議決権株式（その他）」に含めている。 

  

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】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第１部）におけるものである。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  

  平成17年９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） 普通株式 15,333,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 229,021,000 229,021 － 

単元未満株式 普通株式 2,585,284 －
１単元(1,000株)未
満の株式 

発行済株式総数 246,939,284 － － 

総株主の議決権 － 229,021 － 

      平成17年９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(％) 

倉敷紡績株式会社 
岡山県倉敷市本町 
７番１号 

15,333,000 － 15,333,000 6.20

計 － 15,333,000 － 15,333,000 6.20

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 285 277 280 299 298 327 

最低（円） 253 255 261 274 273 289 



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いる。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30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３項のただし書きにより、

改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

  

(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いる。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30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３項のただし書きにより、改正

前の中間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、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）及び当

中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成16年４月１

日から平成16年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表について、

新日本監査法人により中間監査を受けている。 

  

  



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16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
  

（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３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    19,563 16,559  15,818 

２．受取手形及び売掛
金 

※３  37,972 35,926  37,139 

３．棚卸資産 ※３  23,370 22,820  22,583 

４．その他    3,362 3,023  3,208 

貸倒引当金    △251 △212  △242 

流動資産合計    84,017 44.5 78,116 39.9  78,507 42.0

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※１     

(1）建物及び構築物 ※３ 36,520  35,537 36,035  

(2）機械装置及び運
搬具 

※２ 
※３ 

13,785  14,142 13,671  

(3）土地 ※３ 14,616  13,785 14,620  

(4）その他   2,936 67,858 3,000 66,465 3,243 67,570 

２．無形固定資産    709 666  700 

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※３ 32,271  46,560 36,523  

(2）その他   4,344  4,437 4,246  

貸倒引当金   △323 36,292 △445 50,551 △465 40,304 

固定資産合計    104,859 55.5 117,684 60.1  108,575 58.0

資産合計    188,877 100 195,801 100  187,083 100

        



  

  

    
前中間連結会計期間末 

  
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
  

（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３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 

   23,845 22,098  22,234 

２．短期借入金 ※３  26,137 22,937  23,429 

３．未払法人税等    960 1,340  1,344 

４．賞与引当金    1,531 1,545  1,515 

５．その他 ※３  12,372 6,116  6,919 

流動負債合計    64,847 34.3 54,038 27.6  55,442 29.6

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 ※３  9,227 4,934  6,536 

２．繰延税金負債    8,447 14,443  10,404 

３．退職給付引当金    8,861 9,024  8,812 

４．役員退職慰労引当
金 

   469 549  529 

５．預り敷金・保証金 ※３  16,666 19,902  20,127 

６．その他    1,115 1,720  1,819 

固定負債合計    44,787 23.7 50,575 25.8  48,229 25.9

負債合計    109,635 58.0 104,614 53.4  103,672 55.5

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    3,361 1.8 3,650 1.9  3,457 1.8

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    22,040 11.7 22,040 11.3  22,040 11.7

Ⅱ 資本剰余金    18,255 9.7 18,256 9.3  18,256 9.8

Ⅲ 利益剰余金    38,412 20.3 40,764 20.8  39,912 21.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   8,666 4.6 17,225 8.8  11,162 6.0

Ⅴ 為替換算調整勘定    △9,237 △4.9 △8,468 △4.3  △9,146 △4.9

Ⅵ 自己株式    △2,257 △1.2 △2,281 △1.2  △2,271 △1.2

資本合計    75,879 40.2 87,536 44.7  79,953 42.7

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   188,877 100 195,801 100  187,083 100

        



②【中間連結損益計算書】 

    

前中間連結会計期間 
  

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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    76,393 100 74,062 100  154,385 100

Ⅱ 売上原価    62,756 82.1 60,380 81.5  126,366 81.9

売上総利益    13,637 17.9 13,681 18.5  28,019 18.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  10,358 13.6 10,028 13.6  20,537 13.3

営業利益    3,279 4.3 3,653 4.9  7,482 4.8

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   51  73 110  

２．受取配当金   224  233 310  

３．持分法による投資
利益 

  21  － 43  

４．為替差益   －  80 －  

５．その他   231 529 0.7 330 718 1.0 649 1,113 0.7

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   332  354 692  

２．持分法による投資
損失 

  －  19 －  

３．棚卸資産評価損   369  223 436  

４．退職給付数理差異
等償却費用 

  178  113 357  

５．その他   437 1,317 1.7 396 1,107 1.5 1,354 2,841 1.8

経常利益    2,491 3.3 3,265 4.4  5,755 3.7

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 ※２ 335  1,113 759  

２．投資有価証券売却
益 

  1,757 2,093 2.7 284 1,398 1.9 2,093 2,853 1.8

Ⅶ 特別損失       

１．減損損失 ※３ －  836 －  

２．投資有価証券評価
損 

  －  345 －  

３．海外関係会社退職
給付会計基準変更
時差異償却費用 

  －  144 －  

４．構造改善関係費用 ※４ 2,413  － 2,768  

５．関係会社株式評価
損 

  44  － －  

６．貸倒引当金繰入額   －  － 281  

７．固定資産撤去損 ※５ －  － 164  

８．その他   － 2,458 3.2 60 1,386 1.9 134 3,348 2.1

税金等調整前中間
（当期）純利益 

   2,126 2.8 3,276 4.4  5,259 3.4



  

  

    

前中間連結会計期間 
  

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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
（％） 

法人税、住民税及
び事業税 

※６ 822  998 2,029  

法人税等調整額 ※６ － 822 1.1 － 998 1.3 321 2,351 1.5

少数株主利益    199 0.3 205 0.3  303 0.2

中間(当期)純利益    1,104 1.4 2,073 2.8  2,604 1.7

        



③【中間連結剰余金計算書】 

  

  

    

前中間連結会計期間
  

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    18,255 18,256  18,255

Ⅱ 資本剰余金増加高     

自己株式処分差益   0 0 0 0 0 0

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   18,255 18,256  18,256

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    38,303 39,912  38,303 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間（当期）純利益   1,104 1,104 2,073 2,073 2,604 2,604

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   926 1,158 926 

２ 役員賞与   69 996 62 1,220 69 996

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   38,412 40,764  39,912

      



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
  
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

  2,126 3,276 5,259 

減価償却費   2,862 2,800 5,727 

減損損失   － 836 － 

退職給付・役員退職
慰労引当金の増減額
（△＝減） 

  △287 231 △276 

貸倒引当金の増減額
（△＝減） 

  △178 △59 △50 

受取利息及び配当金   △276 △307 △420 

支払利息   332 354 692 

為替差損益（△＝
益） 

  111 △11 129 

持分法による投資損
益（△＝益） 

  △21 19 △43 

有形・無形固定資産
売却損益（△＝益） 

  △330 △1,067 △660 

有形・無形固定資産
廃棄損 

  63 50 255 

有価証券売却損益
（投資有価証券売却
損益を含む）（△＝
益） 

  △1,757 △284 △2,093 

有価証券評価損（投
資有価証券評価損を
含む） 

  47 345 83 

売上債権の増減額
（△＝増） 

  △474 1,468 394 

棚卸資産の増減額
（△＝増） 

  1,357 △41 2,160 

仕入債務の増減額
（△＝減） 

  1,354 △228 △210 

預り敷金・保証金の
増減額（△＝減） 

  1,849 △193 1,884 

その他（純額）   △1,124 166 △774 

小計   5,653 7,356 12,058 



    

前中間連結会計期間
  
  

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
  
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受
取額 

  296 295 417 

利息の支払額   △322 △309 △648 

法人税等の支払額   △483 △1,064 △1,535 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  5,143 6,278 10,292 

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
（△＝増） 

  △24 △6 △8 

有価証券の取得によ
る支出 

  △0 △30 △80 

有価証券の売却によ
る収入 

  0 39 0 

有形・無形固定資産
の取得による支出 

  △4,392 △3,586 △12,903 

有形・無形固定資産
の売却による収入 

  396 839 884 

投資有価証券の取得
による支出 

  △582 △308 △819 

投資有価証券の売却
による収入 

  3,403 477 3,962 

関係会社株式の追加
取得による支出 

  △5 － △6 

その他（純額）   △96 457 1 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,302 △2,117 △8,970 

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（△＝減） 

  △590 △860 △4,238 

長期借入れによる収
入 

  2,209 540 3,652 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △2,314 △2,033 △5,512 

自己株式の取得によ
る支出 

  △6 △9 △20 



  

  

  次へ 

    

前中間連結会計期間
  
  

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
  
  

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

自己株式の売却によ
る収入 

  0 0 1 

配当金の支払額   △925 △1,155 △927 

建設協力金入金によ
る収入 

  2,850 － 7,125 

その他（純額）   △72 △125 △159 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  1,150 △3,645 △80 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額(△＝損) 

  △30 218 △9 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（△＝減） 

  4,961 734 1,232 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  12,694 13,926 12,694 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  17,655 14,661 13,926 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数  30社 (1）連結子会社の数  30社 (1）連結子会社の数  30社 

  主要な連結子会社名 

倉敷機械㈱ 

日本ジフィー食品㈱ 

倉敷繊維加工㈱ 

倉敷染工㈱ 

㈱倉敷アイビースクエア 

大正紡績㈱ 

㈱クラボウテキスタイル 

東名化成㈱ 

新三洋㈱ 

ラニフィシオ・クラシキ・

ド・ブラジル㈲ 

コトニフィシオ・クラシ

キ・ド・ブラジル㈲ 

タイ・クラボウ㈱ 

サイアム・クラボウ㈱ 

倉紡時装（香港）有限公司 

倉紡（珠海）紡織有限公司 

美倉毛紡織有限公司 

 広州倉敷化工製品有限公司 

主要な連結子会社名 

同左 

連結子会社名は、「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

略している。 

  

  (2）主要な非連結子会社名 (2）主要な非連結子会社名 (2）主要な非連結子会社名 

  恒栄商事㈱ 同左 同左 

  （連結の範囲から除いた理由） （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２社の合計の

総資産、売上高、中間純損

益及び利益剰余金等の額の

うち持分に見合う額は、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。 

同左 非連結子会社２社の合計の

総資産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金等の額の

うち持分に見合う額は、い

ずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていない。 

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

は、１社（恒栄商事㈱）であ

る。 

(1）同左 (1）同左 

  (2）持分法適用の関連会社は、２

社（㈱倉敷国際ホテル、タ

イ・テキスタイル・デベロッ

プメント・アンド・フィニッ

シング㈱）である。 

(2）同左 (2）同左 

  (3）持分法を適用しない主要な非

連結子会社名及び関連会社名 

(3）持分法を適用しない主要な非

連結子会社名及び関連会社名 

(3）持分法を適用しない主要な非

連結子会社名及び関連会社名 

  浙江維納邦時装有限公司 同左 同左 

  （持分法を適用していない理

由） 

（持分法を適用していない理

由） 

（持分法を適用していない理

由） 

  持分法非適用会社４社は、

それぞれ中間連結純損益及

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。 

同左 持分法非適用会社４社は、

それぞれ連結純損益及び利

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。 



  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社のうち、倉敷機械㈱の

中間決算日は９月20日、ラニフィ

シオ・クラシキ・ド・ブラジル

㈲、コトニフィシオ・クラシキ・

ド・ブラジル㈲、タイ・クラボウ

㈱、サイアム・クラボウ㈱、㈱ク

ラボウ・マヌンガル・テキスタイ

ル、倉紡時装（香港）有限公司、

倉紡(珠海)紡織有限公司、美倉毛

紡織有限公司及び広州倉敷化工製

品有限公司の中間決算日は６月30

日、クラキアメリカコーポレーシ

ョンの中間決算日は８月31日であ

る。中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の中間財務諸

表を使用し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結決算上必要な調整を行っ

ている。 

その他の連結子会社の中間決算日

は中間連結決算日と一致してい

る。 

 同左 連結子会社のうち、倉敷機械㈱の

決算日は３月20日、ラニフィシ

オ・クラシキ・ド・ブラジル㈲、

コトニフィシオ・クラシキ・ド・

ブラジル㈲、タイ・クラボウ㈱、

サイアム・クラボウ㈱、㈱クラボ

ウ・マヌンガル・テキスタイル、

倉紡時装（香港）有限公司、倉紡

(珠海)紡織有限公司、美倉毛紡織

有限公司及び広州倉敷化工製品有

限公司の決算日は12月31日、クラ

キアメリカコーポレーションの決

算日は２月28日である。連結財務

諸表の作成にあたっては、同日現

在の財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結決算上必要な調整を

行っている。 

その他の連結子会社の決算日は連

結決算日と一致している 

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 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  (ア）有価証券 (ア）有価証券 (ア）有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法によ

っている。（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

している。） 

同左 期末日の市場価格等に

基づく時価法によって

いる。（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

平均法により算定して

いる。） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原

価法によっている。 

同左 同左 

  (イ）デリバティブ (イ）デリバティブ (イ）デリバティブ 

  時価法によっている。 同左 同左 

  (ウ）棚卸資産 (ウ）棚卸資産 (ウ）棚卸資産 

  主として移動平均法に基づ

く低価法によっている。 

同左 同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

  当社及び国内連結子会社

は、主として定率法によっ

ている。 

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物

附属設備を除く。）につい

ては、定額法によってい

る。 

海外連結子会社は定額法に

よっている。 

同左 

  

同左 

  

  (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

  (ア）貸倒引当金 (ア）貸倒引当金 (ア）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に

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

については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込

額を計上している。 

同左 同左 

  (イ）賞与引当金 (イ）賞与引当金 (イ）賞与引当金 

  従業員賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づ

き、当中間連結会計期間負

担額を計上している。 

同左 従業員賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づ

き、当連結会計年度負担額

を計上している。 

  (ウ）退職給付引当金 (ウ）退職給付引当金 (ウ）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（10

年）による定額法により費

用処理している。 

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理することとしている。 

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る。 

過去勤務債務は、主として

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（10年）による定額法

により費用処理している。 

数理計算上の差異は、主と

して各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしてい

る。  

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（10

年）による定額法により費

用処理している。 

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理することとしている。 

  



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

    （会計方針の変更） 

インドネシア国において退

職給付債務に係る基準が適

用されたことなどにより、

当中間連結会計期間より海

外連結子会社においても発

生主義に基づき引当計上す

ることとした。 

これにより、営業利益及び

経常利益は5百万円増加

し、特別損失として会計基

準変更時差異の一括償却費

用144百万円を計上したこ

とにより税金等調整前中間

純利益は、139百万円減少

している。 

なお、営業利益への影響額

に重要性がないため、セグ

メント情報に与える影響は

記載していない。  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「「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、平成

17年３月31日に終了する連

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。これによる当連結会計

年度の損益に与える影響は

ない。 

  (エ）役員退職慰労引当金 (エ）役員退職慰労引当金 (エ）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上し

ている。 

同左 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上してい

る。 

  (4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）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。 

同左 同左 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 

  (ア）ヘッジ会計の方法 (ア）ヘッジ会計の方法 (ア）ヘッジ会計の方法 

  原則として繰延ヘッジ処理

によっている。 

なお、為替予約について

は、振当処理の要件を満た

している場合は振当処理

に、金利スワップについて

は、特例処理の要件を満た

している場合は特例処理に

よっている。 

同左 同左 

  (イ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (イ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (イ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  
  

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約等   外貨建債権・
債務 

金利スワップ   借入金 

同左 同左 



  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (ウ）ヘッジ方針 (ウ）ヘッジ方針 (ウ）ヘッジ方針 

  社内管理規程に基づき、為

替相場や金利の市場変動に

よるリスクを回避するため

にデリバティブ取引を利用

しており、投機目的のもの

はない。 

同左 同左 

  (エ）ヘッジ有効性評価の方法 (エ）ヘッジ有効性評価の方法 (エ）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段及びヘッジ対象

に関する重要な条件が同一

であり、かつヘッジ開始時

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できる

ため、ヘッジ有効性の判定

は省略している。 

同左 同左 

  (6）消費税等の会計処理 (6）消費税等の会計処理 (6）消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜き方式によって

いる。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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、随時引き出し可能な預

金及び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

スクしか負わない取得日から３カ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなる。 

同左 同左 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

────── (固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、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」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用している。これにより税

金等調整前中間純利益は836百万円減少し

ている。 

なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の

金額から直接控除している。 

────── 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

────── (中間連結貸借対照表関係） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）により、証券取引法第２条第２項において、投

資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有

価証券とみなすこととされたことに伴い、前中間連結会

計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めていた

投資事業組合等への出資金を、当中間連結会計期間より

「投資有価証券」に計上している。 

この変更により「投資有価証券」は145百万円増加し、

投資その他の資産の「その他」は同額減少している。 

なお、前中間連結会計期間の投資その他の資産の「その

他」に含まれている投資事業組合等への出資金は、149

百万円である。 



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16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

122,036百万円 125,136百万円 122,532百万円 

※２．国庫補助金等により取得した機械装置

の取得価額から控除した圧縮記帳累計

額は666百万円である。 

※２．国庫補助金等により取得した機械装置

の取得価額から控除した圧縮記帳累計

額は666百万円である。 

※２．国庫補助金等により取得した機械装置

の取得価額から控除した圧縮記帳累計

額は666百万円である。 

※３．担保提供資産 ※３．担保提供資産 ※３．担保提供資産 

(1）次の資産を短期借入金2,559百万

円、長期借入金（一年以内返済分を

含む。）1,761百万円の担保として

財団抵当に供している。 

(1）次の資産を短期借入金2,148百万

円、長期借入金（一年以内返済分を

含む。）739百万円の担保として財

団抵当に供している。 

(1）次の資産を短期借入金2,380百万

円、長期借入金（一年以内返済分を

含む。）1,144百万円の担保として

財団抵当に供している。 
  

建物及び構築物 1,591百万円

機械装置 851 〃 

土地 3,161 〃 

合計 5,604 〃 

  
建物及び構築物 1,523百万円

機械装置 779 〃 

土地 2,994 〃 

合計 5,297 〃 

建物及び構築物 1,551百万円

機械装置 781 〃 

土地 3,161 〃 

合計 5,495 〃 

(2）次の資産を短期借入金2,741百万

円、長期借入金（一年以内返済分を

含む。）2,884百万円及び預り保証

金（一年以内返済分を含む。） 

1,979百万円の担保として抵当に供

している。 

(2）次の資産を短期借入金3,277百万

円、長期借入金（一年以内返済分を

含む。）1,724百万円及び預り保証

金（一年以内返済分を含む。） 

10,782百万円の担保として抵当に供

している。 

(2）次の資産を短期借入金3,447百万

円、長期借入金（一年以内返済分を

含む。）1,860百万円及び預り保証

金（一年以内返済分を含む。） 

10,867百万円の担保として抵当に供

している。 
  

受取手形 133百万円

棚卸資産 243 〃 

建物 4,195 〃 

機械装置 1,447 〃 

土地 3,510 〃 

投資有価証券 1,801 〃 

合計 11,332 〃 

  
受取手形 57百万円

棚卸資産 371 〃 

建物 11,988 〃 

機械装置 1,281 〃 

土地 3,529 〃 

投資有価証券 2,175 〃 

合計 19,403 〃 

受取手形 132百万円

棚卸資産 376 〃 

建物 12,276 〃 

機械装置 1,377 〃 

土地 3,529 〃 

投資有価証券 1,357 〃 

合計 19,050 〃 

(3）投資有価証券のうち、株式27百万円

を木管保証金保全協会の取引保証と

して差入れている。 

(3）投資有価証券のうち、株式44百万円

を木管保証金保全協会の取引保証と

して差入れている。 

(3）投資有価証券のうち、株式27百万円

を木管保証金保全協会の取引保証と

して差入れている。 

 ４．偶発債務  ４．偶発債務  ４．偶発債務 

         ───── 社会福祉法人石井記念愛染園の独立

行政法人福祉医療機構からの借入金

2,400百万円に対し、連帯保証を行っ

ている。 

社会福祉法人石井記念愛染園の独立

行政法人福祉医療機構からの借入金

1,030百万円に対し、連帯保証を行っ

ている。 
  
 ５．受取手形割引高 552百万円

  
 ５．受取手形割引高 515百万円  ５．受取手形割引高 377百万円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費に属する費用の

うち、主要な費目及び金額は次のとお

りである。 

※１．販売費及び一般管理費に属する費用の

うち、主要な費目及び金額は次のとお

りである。 

※１．販売費及び一般管理費に属する費用の

うち、主要な費目及び金額は次のとお

りである。 
  

運賃・保管料・荷造
費 

1,610百万円

貸倒引当金繰入額 107 〃 

給料手当 2,503 〃 

賞与引当金繰入額 640 〃 

退職給付費用 263 〃 

減価償却費 244 〃 

研究開発費 702 〃 

  

  

運賃・保管料・荷造
費 

1,534百万円

給料手当 2,479 〃 

賞与引当金繰入額 636 〃 

退職給付費用 212 〃 

減価償却費 246 〃 

研究開発費 725 〃 
  

運賃・保管料・荷造
費 

3,195百万円

給料手当 4,992 〃 

賞与引当金繰入額 645 〃 

退職給付費用 514 〃 

減価償却費 470 〃 

研究開発費 1,428 〃 

※２．固定資産売却益は、土地（岡山県岡山

市）の売却によるものである。 

※２．固定資産売却益は、連結子会社の土地

及び建物（愛知県一宮市の工場等の跡

地）の売却によるもの567百万円及び

連結子会社が持分法適用会社に売却し

ていた土地（大阪府大阪市）をグルー

プ外に売却したことにより実現した売

却益535百万円などである。 

※２．固定資産売却益は、当社の土地（香川

県丸亀市の遊休地及び岡山県岡山市の

社宅跡地）の売却によるもの739百万

円及び借地権（大阪府池田市）の売却

によるもの19百万円である。 

※３．    ───── ※３．減損損失 

当社グループは、事業資産については

管理会計上の区分で、貸与資産及び遊

休資産については個別の物件単位でグ

ルーピングを行っている。 

当中間連結会計期間において以下の貸

与資産及び遊休資産につき、地価が大

幅に下落しているため帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（836百万円）として特別損失

に計上した。 

なお、回収可能価額は主に不動産鑑定

評価を基に評価した正味売却価額によ

り測定している。 

※減損損失の主な固定資産の種類ごとの内訳 

千葉県八千代市638（うち、土地616、建

物及び構築物19、その他2）百万円 

場所 用途 種類
減損
損失 

千葉県 
八千代
市 

貸与資産
  
  

土地及び
建物等 
  

※638
  
  

岡山県 
真庭市 

遊休資産
  

土地
  

126
  

栃木県 
小山市 
他２件 

遊休資産
  
  

投資その
他の資産
(その他) 

71
  
  

※３．    ───── 



  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※４．構造改善関係費用は、当社及び連結子

会社における不採算事業の再構築に伴

う棚卸資産の評価・整理損などであ

る。 

※４．    ───── ※４．構造改善関係費用は、当社及び連結子

会社における羊毛事業の再構築に伴う

棚卸資産整理損、固定資産処分損など

である。 

※５．    ───── ※５．    ───── ※５．固定資産撤去損は、建物及び構築物の

撤去に係るものである。 

※６．法人税等の表示方法 ※６．法人税等の表示方法 ※６．    ───── 

中間連結会計期間における税金費用に

ついては、簡便法により計算している

ため、法人税等調整額は「法人税、住

民税及び事業税」に含めて表示してい

る。 

同左   

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 
  
現金及び預金勘定 19,563百万円

預入期間が３カ月を超え
る定期預金 

△2,139 〃 

取得日から３カ月以内に
償還される短期投資（有
価証券） 

231 〃 

現金及び現金同等物 17,655 〃 

  
現金及び預金勘定 16,559百万円

預入期間が３カ月を超え
る定期預金 

△2,129 〃 

取得日から３カ月以内に
償還される短期投資（有
価証券） 

231 〃 

現金及び現金同等物 14,661 〃 

現金及び預金勘定 15,818百万円

預入期間が３カ月を超え
る定期預金 

△2,123 〃 

取得日から３カ月以内に
償還される短期投資（有
価証券） 

231 〃 

現金及び現金同等物 13,926 〃 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 
  

科目 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

有形固定資
産 

    

機械装置
及び運搬
具 

240 127 113

その他 749 307 442

合計 990 435 555

  

科目 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

有形固定資
産 

機械装置
及び運搬
具 

253 102 150

その他 751 356 394

合計 1,004 459 545

科目
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)

有形固定資
産 

    

機械装置
及び運搬
具 

242 120 121

その他 719 305 414

合計 961 425 535

（注）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る。 

（注）同左 （注）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。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 181百万円

１年超 374 〃 

合計 555 〃 

  
１年内 189百万円

１年超 356 〃 

合計 545 〃 

１年内 180百万円

１年超 354 〃 

合計 535 〃 

（注）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

り算定している。 

（注）同左 （注）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。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
  
支払リース料 104百万円

減価償却費相当額 104 〃 

  
支払リース料 112百万円

減価償却費相当額 112 〃 

支払リース料 206百万円

減価償却費相当額 206 〃 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略している。 

  



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

その他有価証券 

  

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在）、当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）及び前連結会計年度末

（平成17年３月31日現在） 

 当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。 

  

  

種類 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

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) 

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)

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)

株式 14,693 29,335 14,641 14,721 43,848 29,126 14,564 33,489 18,924

債券 109 110 0 100 100 0 100 100 0

その他 183 183 0 183 183 0 183 183 0

合計 14,986 29,629 14,642 15,005 44,132 29,127 14,848 33,773 18,925

  
前中間連結会計期間末
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

非上場株式（店頭売買株式を除く）
（百万円） 

1,686 1,295 1,799 

非上場外国債券（百万円） 85 25 55 

投資信託等（百万円） 536 752 616 



（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16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

  

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  

  
繊維事業 
（百万円） 

化成品事
業 
（百万円）

不動産活
用事業 
（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 45,500 17,633 3,125 10,134 76,393 － 76,393

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

34 1 101 22 158 (158) －

計 45,534 17,634 3,226 10,156 76,552 (158) 76,393

営業費用 44,072 17,215 1,940 9,559 72,787 326 73,114

営業利益 1,462 418 1,286 597 3,764 (485) 3,279

  
繊維事業 
（百万円）

化成品事
業 
（百万円） 

不動産活
用事業 
（百万円）

工作機械
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 

42,178 18,115 3,273 2,895 7,600 74,062 － 74,062

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

20 1 103 0 45 171 (171) －

計 42,198 18,116 3,376 2,896 7,645 74,234 (171) 74,062

営業費用 40,502 17,817 1,993 2,434 7,343 70,091 317 70,409

営業利益 1,696 299 1,383 462 301 4,142 (489) 3,653



前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

なお、「工作機械事業」については、当中間連結会計期間における当該セグメントの営業利益の金額が全セグメントの

営業利益の10％超となったため、当中間連結会計期間より「その他の事業」から区分表示することとした。 

２．各事業区分の主要製品等 

(1）繊維事業…………綿・合繊・羊毛その他各種素材の繊維製品 

(2）化成品事業………ポリウレタンフォーム、合成木材、無機建材、機能フィルム、精密ろ過関連製品及び高性能エンプ

ラ製品 

(3）不動産活用事業…不動産の賃貸、ホテル・レストラン・ゴルフ練習場・自動車教習所の経営 

(4) 工作機械事業……工作機械、産業機械 

(5）その他の事業……環境制御等の機器・装置、情報システム機器、バイオ関連製品、食品、リネンサプライ・クリーニ

ング並びに食料品・日用品・土産物等の小売販売 

  

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、次のとおりである。 

  

  
繊維事業 
（百万円） 

化成品事
業 
（百万円）

不動産活
用事業 
（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 89,234 36,815 6,396 21,939 154,385 － 154,385

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

65 3 192 61 323 (323) －

計 89,299 36,819 6,589 22,001 154,709 (323) 154,385

営業費用 86,149 35,942 3,824 20,301 146,218 684 146,903

営業利益 3,150 876 2,764 1,699 8,490 (1,008) 7,482

    
前中間連結
会計期間 

当中間連結
会計期間 

前連結会計
年度 

主な内容 

  
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 
（百万円） 

499 526 1,015 親会社の研究開発費の一部



【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

  

 当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  

 前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

なお、「アジア地域」については、当中間連結会計期間における当該セグメントの売上高の金額が全セグメントの売上

高の10％超となったため、当中間連結会計期間において「その他の地域」から区分表示することとした。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりである。 

(1）アジア……………中国、タイ、インドネシア 

(2）その他の地域……ブラジル、米国 

３．営業費用のうち「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の「注３.」と同一で

ある。 

  

  
日本 

（百万円） 
その他の地域
（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 68,370 8,023 76,393 － 76,393

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

677 1,110 1,787 (1,787) －

計 69,047 9,133 78,181 (1,787) 76,393

営業費用 66,393 8,089 74,483 (1,368) 73,114

営業利益 2,653 1,044 3,697 (418) 3,279

  
日本 

（百万円） 
アジア
（百万円） 

その他の地
域 
（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 64,669 7,048 2,344 74,062 － 74,062

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,028 957 1 1,988 (1,988) －

計 65,698 8,006 2,345 76,050 (1,988) 74,062

営業費用 62,877 6,911 2,105 71,893 (1,484) 70,409

営業利益 2,821 1,095 240 4,157 (503) 3,653

  
日本 

（百万円） 
アジア
（百万円） 

その他の地
域 
（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 137,237 12,322 4,826 154,385 － 154,385

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,299 2,203 7 3,509 (3,509) －

計 138,536 14,525 4,834 157,895 (3,509) 154,385

営業費用 132,365 12,866 4,363 149,595 (2,692) 146,903

営業利益 6,170 1,658 470 8,300 (817) 7,482



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

  

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりである。 

(1）アジア……………中国、タイ、インドネシア 

(2）その他の地域……ブラジル、米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 13,356 4,651 18,007

Ⅱ．連結売上高（百万円） 76,393

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割
合（％） 

17.5 6.1 23.6

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 13,583 3,959 17,542

Ⅱ．連結売上高（百万円） 74,062

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割
合（％） 

18.3 5.3 23.6

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 26,641 9,611 36,253

Ⅱ．連結売上高（百万円） 154,385

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割
合（％） 

17.3 6.2 23.5



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

（重要な後発事象） 

  

(2）【その他】 

 該当事項はない。 

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 327.50円

１株当たり中間純利益 4.77円

  

１株当たり純資産額 377.95円

１株当たり中間純利益 8.95円

１株当たり純資産額 344.89円

１株当たり当期純利益 10.97円

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在

株式が存在しないため、記載して

いない。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在

株式が存在しないため、記載して

いない。 

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益 

中間（当期）純利益（百万円） 1,104 2,073 2,604 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 62 

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） （―） （―） (62) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 1,104 2,073 2,541 

期中平均株式数（千株） 231,711 231,625 231,687 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

────── （重要な子会社の解散） 

当社は平成17年11月11日開催の取

締役会において、100％出資子会社

である新三洋（株）を平成17年11

月15日付で解散することを決議し

た。清算結了日は平成18年３月31

日の予定である。 

これによる清算損失の発生する見

込みはない。 

────── 



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16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３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   13,356  9,562 9,653  

２．受取手形   5,782  4,627 5,313  

３．売掛金   22,129  20,524 20,861  

４．棚卸資産   13,592  13,628 13,595  

５．その他   1,814  1,542 2,234  

貸倒引当金   △28  △26 △26  

流動資産合計    56,648 37.5 49,860 32.0  51,632 34.7

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 
※１ 
※３ 

    

(1）建物   26,572  25,680 26,349  

(2）機械装置 ※２ 6,355  6,199 6,244  

(3）土地   6,968  6,223 6,966  

(4）その他   4,605  4,552 4,514  

有形固定資産合計   44,501  42,656 44,074  

２．無形固定資産   317  271 319  

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※３ 40,742  54,366 44,255  

(2）その他   8,847  8,844 8,637  

貸倒引当金   △106  △63 △74  

投資その他の資産
合計 

  49,484  63,146 52,818  

固定資産合計    94,303 62.5 106,074 68.0  97,213 65.3

資産合計    150,951 100 155,934 100  148,845 100

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３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   3,564  3,223 2,767  

２．買掛金   14,458  12,313 13,158  

３．短期借入金 ※３ 12,876  8,495 8,495  

４．未払法人税等   607  679 902  

５．賞与引当金   940  934 918  

６．その他 ※３ 10,413  4,089 5,317  

流動負債合計    42,860 28.4 29,735 19.1  31,560 21.2

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金   2,226  1,336 1,951  

２．繰延税金負債   6,411  12,305 8,163  

３．退職給付引当金   6,178  6,286 6,209  

４．役員退職慰労引当
金 

  305  378 341  

５．関係会社構造改善
費用引当金 

  1,556  1,269 1,556  

６．預り敷金・保証金 ※３ 16,454  19,710 19,915  

７．その他   517  1,213 1,249  

固定負債合計    33,649 22.3 42,500 27.2  39,387 26.5

負債合計    76,509 50.7 72,235 46.3  70,948 47.7

              

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    22,040 14.6 22,040 14.1  22,040 14.8

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   15,255  15,255 15,255  

２．その他資本剰余金   3,000  3,000 3,000  

資本剰余金合計    18,255 12.1 18,256 11.7  18,256 12.2

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   4,090  4,090 4,090  

２．任意積立金   19,983  20,022 19,983  

３．中間（当期）未処
分利益 

  3,686  4,362 4,650  

利益剰余金合計    27,760 18.4 28,476 18.3  28,724 19.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   8,642 5.7 17,207 11.0  11,147 7.5

Ⅴ 自己株式    △2,257 △1.5 △2,281 △1.4  △2,271 △1.5

資本合計    74,441 49.3 83,699 53.7  77,897 52.3

負債及び資本合計    150,951 100 155,934 100  148,845 100

              



②【中間損益計算書】 

  

  

  次へ 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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    53,631 100 49,683 100  106,065 100

Ⅱ 売上原価    45,514 84.9 41,994 84.5  89,657 84.5

売上総利益    8,116 15.1 7,689 15.5  16,408 15.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   6,318 11.7 6,068 12.2  12,480 11.8

営業利益    1,797 3.4 1,620 3.3  3,928 3.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  715 1.3 840 1.7  1,221 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  910 1.7 492 1.0  1,651 1.6

経常利益    1,602 3.0 1,969 4.0  3,498 3.3

Ⅵ 特別利益 ※３  2,093 3.9 567 1.1  2,828 2.7

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５ 

 2,359 4.4 1,012 2.0  3,281 3.1

税引前中間（当
期）純利益 

   1,336 2.5 1,524 3.1  3,045 2.9

法人税、住民税及
び事業税 

※７ 490  595 1,200  

法人税等調整額 ※７ － 490 0.9 － 595 1.2 35 1,235 1.2

中間（当期）純利
益 

   846 1.6 929 1.9  1,810 1.7

前期繰越利益    2,839 3,433  2,839 

中間（当期）未処
分利益 

   3,686 4,362  4,650 

              



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

ア．子会社株式及び関連会社株

式 

ア．子会社株式及び関連会社株

式 

ア．子会社株式及び関連会社株

式 

  移動平均法に基づく原価法

によっている。 

同左 同左 

  イ．その他有価証券 イ．その他有価証券 イ．その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によって

いる。（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

法により算定してい

る。） 

同左 期末日の市場価格等に基

づく時価法によってい

る。（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

より算定している。） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価

法によっている。 

同左 同左 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法によっている。 同左 同左 

  (3）棚卸資産 (3）棚卸資産 (3）棚卸資産 

  ア．製品、原料及び仕掛品 ア．製品、原料及び仕掛品 ア．製品、原料及び仕掛品 

  移動平均法に基づく低価法

によっている。 

同左 同左 

  イ．貯蔵品 イ．貯蔵品 イ．貯蔵品 

  最終仕入原価法に基づく原

価法によっている。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法によっている。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く。）については、

定額法によっている。 

同左 同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法によっている。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては社内における利

用可能期間（５年）、市場販

売目的のソフトウェアについ

ては見込販売期間（３年）に

基づく定額法によっている。 

同左 同左 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

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

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ている。 

同左 同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき、当

中間期の負担額を計上してい

る。 

同左 従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき、当

期負担額を計上している。 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）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、当中間期末において

発生していると認められる額

を計上している。 

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（10年）に

よる定額法により費用処理し

ている。 

数理計算上の差異は、各期の

発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生

の翌期から費用処理すること

としている。 

同左 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（10年）に

よる定額法により費用処理し

ている。 

数理計算上の差異は、各期の

発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生

の翌期から費用処理すること

としている。 

（会計方針の変更） 

当期より「「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、平成17年3月31日

に終了する年度に係る財務諸

表から適用できることになっ

たことに伴い、当期から同会

計基準及び同適用指針を適用

している。これによる当期の

損益に与える影響はない。 

  (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上してい

る。 

同左 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上している。 



  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (5）関係会社構造改善費用引当金 (5）関係会社構造改善費用引当金 (5）関係会社構造改善費用引当金 

  関係会社の整理統合・体質強

化等の構造改善に伴う費用の

うち、当社の支援・負担見込

額を計上している。 

同左 同左 

４．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。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  原則として繰延ヘッジ処理に

よっている。 

なお、為替予約については、

振当処理の要件を満たしてい

る場合は振当処理に、金利ス

ワップについては、特例処理

の要件を満たしている場合は

特例処理によっている。 

同左 同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (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 

金利スワップ   借入金 

同左 同左 

  (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  社内管理規程に基づき、為替

相場や金利の市場変動による

リスクを回避するためにデリ

バティブ取引を利用してお

り、投機目的のものはない。 

同左 同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段及びヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であ

り、かつ、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

ることができるため、ヘッジ

有効性の判定は省略してい

る。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（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は、税抜き方

式によっている。 

なお、中間貸借対照表上は、仮受

消費税等と仮払消費税等とを相殺

し、差額を流動資産の「その他」

に含めて表示している。 

消費税等の会計処理は、税抜き方

式によっている。 

なお、中間貸借対照表上は、仮受

消費税等と仮払消費税等とを相殺

し、差額を流動負債の「その他」

に含めて表示している。 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜き

方式によっている。 

  



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── (固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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

業会計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用している。これにより税引前

中間純利益は765百万円減少している。 

なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金

額から直接控除している。 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

────── （中間貸借対照表関係） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）

により、証券取引法第２条第２項において、投資事業有限責任組

合及びこれに類する組合への出資を有価証券とみなすこととされ

たことに伴い、前中間会計期間まで投資その他の資産の「その

他」に含めていた投資事業組合等への出資金を、当中間会計期間

より「投資有価証券」に計上している。 

この変更により「投資有価証券」は145百万円増加し、投資その他

の資産の「その他」は同額減少している。 

なお、前中間会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれ

ている投資事業組合等への出資金は、149百万円である。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

79,784百万円 81,557百万円 80,463百万円 

※２．国庫補助金等により取得した機械装置

の取得価額から控除した圧縮記帳累計

額 

※２．国庫補助金等により取得した機械装置

の取得価額から控除した圧縮記帳累計

額 

※２．国庫補助金等により取得した機械装置

の取得価額から控除した圧縮記帳累計

額 

666百万円 666百万円 666百万円 

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 
  

有形固定資産 1,798百万円

投資有価証券 1,828 〃 

合計 3,627 〃 

  
有形固定資産 9,744百万円

投資有価証券 2,220 〃 

合計 11,964 〃 

有形固定資産 9,972百万円

投資有価証券 1,385 〃 

合計 11,358 〃 

上記資産は、長期借入金（一年内返済

分を含む。）25百万円、関係会社の長

期借入金（一年内返済分を含む。）

612百万円、預り保証金（一年内返済

分を含む。）1,979 百万円ほかの担保

に供している。 

上記資産は、関係会社の長期借入金

544百万円、預り保証金（一年内返済

分を含む。）10,782百万円ほかの担保

に供している。 

上記資産は、関係会社の長期借入金

（一年内返済分を含む。）544百万

円、預り保証金（一年内返済分を含

む。）10,867百万円ほかの担保に供し

ている。 

 ４．偶発債務  ４．偶発債務  ４．偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に対

する債務保証 

関係会社等の金融機関からの借入金に

対する債務保証 

関係会社等の金融機関からの借入金に

対する債務保証 
  

  

倉敷機械㈱ 603百万円

㈱アップライズ 400 〃 

㈱クラボウ・マヌンガ
ル・テキスタイル 

320 〃 

広州倉敷化工製品有限
公司 

570 〃 

合計 1,894 〃 

  
倉敷機械㈱ 607百万円

㈱アップライズ 350 〃 

㈱クラボウ・マヌンガ
ル・テキスタイル 

326 〃 

広州倉敷化工製品有限
公司 

641 〃 

社会福祉法人石井記念

愛染園（連帯保証） 
2,400 〃 

合計 4,325 〃 

倉敷機械㈱ 597百万円

㈱アップライズ 400 〃 

㈱クラボウ・マヌンガ
ル・テキスタイル 

309 〃 

広州倉敷化工製品有限
公司 

605 〃 

社会福祉法人石井記念 

愛染園（連帯保証） 
1,030 〃 

合計 2,942 〃 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．営業外収益のうち重要なものは、次

のとおりである。 

※１．営業外収益のうち重要なものは、次

のとおりである。 

※１．営業外収益のうち重要なものは、次

のとおりである。 
  

受取利息 4百万円

受取配当金 485 〃 

  
受取利息 11百万円

受取配当金 527 〃 

受取利息 12百万円

受取配当金 648 〃 

※２．営業外費用のうち重要なものは、次

のとおりである。 

※２．営業外費用のうち重要なものは、次

のとおりである。 

※２．営業外費用のうち重要なものは、次

のとおりである。 
  

  

支払利息 113百万円

棚卸資産評価損 354 〃 

  
支払利息 140百万円

退職給付数理差異等償

却費用 
113 〃 

支払利息 245百万円

退職給付数理差異等償

却費用 
357 〃 

※３．特別利益は、投資有価証券売却益

1,757百万円、固定資産売却益（岡山

県岡山市の土地）335百万円である。 

※３．特別利益は、関係会社構造改善費用 

引当金取崩益287百万円、投資有価証

券売却益279百万円である。 

※３．特別利益は、投資有価証券売却益

2,069百万円、固定資産売却益759百

万円（土地（香川県丸亀市の遊休地

及び岡山県岡山市の社宅跡地）の売

却によるもの739百万円及び借地権

（大阪府池田市）の売却によるもの

19百万円）である。 

※４．特別損失は、構造改善関係費用2,049

百万円、関係会社構造改善費用引当

金繰入額266百万円、関係会社株式評

価損44百万円である。 

  

※４．特別損失は、減損損失765百万円、投

資有価証券評価損247百万円である。 

  

  

  

※４．特別損失は、構造改善関係費用2,051

百万円、関係会社株式評価損868百万

円、関係会社構造改善費用引当金繰

入額266百万円、固定資産撤去損95百

万円である。 

※５．    ───── ※５．減損損失 

当社は、事業資産については管理会

計上の区分で、貸与資産及び遊休資

産については個別の物件単位でグル

ーピングを行っている。 

当中間会計期間において以下の貸与

資産及び遊休資産につき、地価が大

幅に下落しているため帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（765百万円）として特別

損失に計上した。 

なお、回収可能価額は主に不動産鑑

定評価を基に評価した正味売却価額

により測定している。 

※減損損失の主な固定資産の種類ごとの内訳

千葉県八千代市638（うち、土地616、

建物15、その他6）百万円 

場所 用途 種類
減損
損失 

千葉県 
八千代
市 

貸与資産
  
  

土地及び
建物等 
  

※638
  
  

岡山県 
真庭市 

遊休資産
  

土地
  

126
  

※５．    ───── 



  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ６．減価償却実施額は次のとおりである。  ６．減価償却実施額は次のとおりである。  ６．減価償却実施額は次のとおりである。 
  

有形固定資産 1,590百万円

無形固定資産 65 〃 

合計 1,655 〃 

  
有形固定資産 1,548百万円

無形固定資産 59 〃 

合計 1,607 〃 

有形固定資産 3,165百万円

無形固定資産 123 〃 

合計 3,289 〃 

※７．法人税等の表示方法 ※７．法人税等の表示方法 ※７．    ───── 

中間期における税金費用について

は、簡便法により計算しているた

め、法人税等調整額は「法人税、住

民税及び事業税」に含めて表示して

いる。 

同左   



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

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) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

有形固定資
産 

    

その他 443 127 315

  

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

有形固定資
産 

その他 478 189 288

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)

有形固定資
産 

    

その他 441 167 274

（注）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る。 

（注）同左 （注）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。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 90百万円

１年超 224 〃 

合計 315 〃 

  
１年内 95百万円

１年超 193 〃 

合計 288 〃 

１年内 88百万円

１年超 186 〃 

合計 274 〃 

（注）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

り算定している。 

（注）同左 （注）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。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
  

支払リース料 43百万円

減価償却費相当額 43 〃 

  
支払リース料 48百万円

減価償却費相当額 48 〃 

支払リース料 91百万円

減価償却費相当額 91 〃 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略している。 

  



（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

（重要な後発事象） 

  

  

種類 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

中間貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

中間貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表
計上額 
（百万円）

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

子会社株式 374 959 585 374 2,691 2,316 374 2,301 1,926

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── （重要な子会社の解散） 

当社は平成17年11月11日開催の取締役会に

おいて、100％出資子会社である新三洋㈱

を平成17年11月15日付で解散することを決

議した。清算結了日は平成18年３月31日の

予定である。 

これに伴い、関係会社清算配当金として約

6億円の特別利益が発生する見込みであ

る。 

────── 



(2）【その他】 

 該当事項はない。 

  

  



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いる。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第197期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

平成17年６月29日関東財務局長に提出 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はない。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

     

    平成16年12月15日

倉敷紡績株式会社     

  取締役会   御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 吉川 雅偉  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西脇 幸平  印 

          

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西原 健二  印 

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」に掲げられている倉

敷紡績株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月１

日から平成16年９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

間連結剰余金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、倉敷紡績株式会社及び連結子会社の平成16年９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16年４月１日から平成16年９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

（注） 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（半期報告書提

出会社）が別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

     

    平成17年12月14日

倉敷紡績株式会社     

  取締役会   御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 吉川 雅偉  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西脇 幸平  印 

          

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西原 健二  印 

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」に掲げられている倉

敷紡績株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９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

間連結剰余金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、倉敷紡績株式会社及び連結子会社の平成17年９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17年４月１日から平成17年９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。 

追記情報 

１．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間よ

り、「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」を適用して中間連結財務諸表を作成している。 

２．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成17年11月11日に連結子会社である新三洋株式会社の解散を決議し

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

（注） 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（半期報告書提

出会社）が別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

     

    平成16年12月15日

倉敷紡績株式会社     

  取締役会   御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 吉川 雅偉  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西脇 幸平  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西原 健二  印 

 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」に掲げられている倉

敷紡績株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第197期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１

日から平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益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、倉敷紡績株式会社の平成16年９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16年４

月１日から平成16年９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

（注） 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（半期報告書提

出会社）が別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

     

    平成17年12月14日

倉敷紡績株式会社     

  取締役会   御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 吉川 雅偉  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西脇 幸平  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 西原 健二  印 

 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」に掲げられている倉

敷紡績株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第198期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益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、倉敷紡績株式会社の平成17年９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17年４

月１日から平成17年９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。 

追記情報 

１．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間より、「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用し

て中間財務諸表を作成している。 

２．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成17年11月11日に連結子会社である新三洋株式会社の解散を決議し

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

（注） 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（半期報告書提

出会社）が別途保管している。 
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