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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】 

（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．※については、潜在株式が存在しないことから、「－」で表示している。なお、第87期中、第87期及び第89期

中の「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」については、中間（当期）純損失が計上されているた

め、記載していない。  

３. 平成15年３月期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

の算定にあたっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当 

り当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用している。 

なお、第88期及び第89期中の１株当たり純資産額は、優先株式の発行価額30,000百万円を控除して算出してい

る。 

  

回次 第87期中 第88期中 第89期中 第87期 第88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) 222,151 152,180 85,930 455,663 268,504 

経常損失 (百万円) 8,738 7,484 1,081 28,768 9,555 

中間（当期）純利益

又は中間（当期） 

純損失（△） 

(百万円) △30,643 358,112 △19,899 △142,092 314,965 

純資産額 (百万円) △245,273 47,544 20,221 △357,594 4,446 

総資産額 (百万円) 490,520 294,990 135,774 431,526 195,332 

１株当たり純資産額 (円) △479.13 △4.81 △58.86 △698.81 △246.45 

１株当たり中間 

（当期）純利益又は

中間（当期） 

純損失（△）     

(円) △59.86 700.11 △158.55 △277.59 4,071.56 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

(円) 
※ 

－ 

※ 

－ 

  

－ 

※ 

－ 

  

3,512.16 

自己資本比率 (％) △50.00 16.12 14.90 △82.80 2.30 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △5,707 △1,251 △30,051 △21,854 △13,528 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △4,294 366,737 34,333 △7,667 382,487 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 12,309 △335,055 11,839 40,696 △380,593 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

(百万円) 10,703 49,506 23,718 19,518 7,456 

従業員数 

〔外、平均臨時雇用者数〕(人) 

14,421 

〔2,763〕

4,769 

〔794〕

2,939 

〔523〕

14,022 

〔2,824〕

4,038 

〔817〕



（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．※については、潜在株式が存在しないことから、「－」で表示している。なお、第87期中、第87期及び第89期

中の「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」については、中間（当期）純損失が計上されているた

め、記載していない。 

３. 平成15年３月期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

の算定にあたっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当 

り当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用している。  

なお、第88期及び第89期中の１株当たり純資産額は、優先株式の発行価額30,000百万円を控除して算出してい

る。 

４．当社は平成16年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っている。 

回次 第87期中 第88期中 第89期中 第87期 第88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) 105,268 41,222 26,553 195,189 74,593 

経常損失 (百万円) 1,586 7,857 5,369 8,894 7,460 

中間（当期）純利益

又は中間（当期） 

純損失（△） 

(百万円) △16,961 322,795 △15,588 △134,620 291,070 

資本金 (百万円) 31,341 31,341 35,099 31,341 25,099 

発行済株式総数 (千株) 512,835 512,835 226,415 512,835 163,915 

純資産額 (百万円) △208,532 45,711 18,242 △325,156 13,840 

総資産額 (百万円) 344,815 211,532 109,359 284,248 118,873 

１株当たり純資産額 (円) △407.33 △8.39 △70.77 △635.36 △155.85 

１株当たり中間 

（当期）純利益又は

中間（当期） 

純損失（△） 

(円) △33.13 631.01 △124.20 △262.96 3,762.48 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

(円) 
※ 

－ 

※ 

－ 

 

－ 

※ 

－ 

 

3,245.57 

１株当たり中間 

（年間)配当額 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) △60.5 21.6 16.7 △114.4 11.6 

従業員数 

〔外、平均臨時雇用者数〕(人) 

2,618 

〔321〕

1,357 

〔286〕

984 

〔222〕

2,435 

〔322〕

1,038 

〔281〕



２【事業の内容】 

 当社グループ(当社及び関係会社)が事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的として当中間連結会計

期間において営業譲渡・株式譲渡を実施した内容は下記のとおりである。 

≪営業譲渡≫ 

 〔繊維〕 

  （製造・販売）   カネボウ繊維㈱・・・綿事業 

 〔合繊〕 

  （製造・販売）   カネボウ合繊㈱・・・合繊事業、Ａ・ＰＥＴシート、機能性樹脂事業   

 〔その他〕 

   （販売・サービス） カネボウ物流㈱・・・物流事業  

 

≪株式譲渡≫ 

 〔食品事業〕 

  （製造）      ㈱エルビー（名古屋）、㈱エルビー（埼玉） 

  （販売）      カネボウレインボーハット㈱ 

 〔ファッション〕 

  （販売）      ㈱ショップエンドショップス 

 〔繊維〕 

   （製造・販売）   カネボウ繊維㈱ 

  （製造）      カネボウブラジルS.A.  

 〔合繊〕 

  （製造）      越前ポリマー㈱ 

 〔その他〕 

  ＜新素材＞ 

  （製造・販売）   カネボウビジョンシステム㈱ 

  ＜その他＞ 

  （サービス）    ㈱ブレイニーワークス  

３【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、株式譲渡・清算により減少した主要な関係会社は下記のとおりである。 

≪株式譲渡≫ 

 （連結子会社） 

   ㈱エルビー（埼玉）、㈱エルビー（名古屋）、カネボウレインボーハット㈱、 

   ㈱ショップエンドショップス、カネボウ繊維㈱、カネボウブラジルS.A.、カネボウビジョンシステム㈱ 

 （持分法適用関連会社） 

   ㈱ブレイニーワークス 

 （持分法非適用関連会社） 

   越前ポリマー㈱ 

 

≪清算≫ 

 （連結子会社） 

   カネボウベルタッチ㈱、カネボウ化成㈱ 



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数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ

への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載

している。 

２．臨時従業員には、臨時社員及びパートタイマー（アルバイトを含む）を含み、派遣社員を除いている。

３．従業員数が当中間連結会計期間において1,099名減少しているが、その主な理由は当中間連結会計期間

における事業再生計画に基づく営業譲渡及び株式譲渡等によるものである。 

(2）提出会社の状況 

（注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、

臨時雇用者数は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。 

２．臨時従業員には、臨時社員及びパートタイマー（アルバイトを含む）を含み、派遣社員を除いてい

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） 

ホームプロダクツ事業 
346 

〔40〕 

薬品事業 
542 

  〔109〕 

食品事業 
418 

〔75〕 

ファッション事業 
283 

〔259〕 

繊維事業 
465 

〔－〕 

その他の事業 
352 

〔18〕 

全社（共通） 
533 

〔22〕 

合     計 
2,939 

〔523〕 

  平成17年9月30日現在

従業員数（人）  984 〔222〕 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当社は平成16年5月31日に発表した「事業再生計画」の下、事業の再生を図るべく諸施策を実施している。具体

的には、「収益力強化」に向けた①主力事業（コア事業：ホームプロダクツ事業、薬品事業、食品事業）の販売並

びにシナジーの強化、②不採算事業からの撤退を柱とした抜本的な事業構造改善（事業ポートフォリオの再編）を

実施した。 

 その結果、当中間連結会計期間の売上高は85,930百万円（前年同期比43.5％減少）、経常損失は1,081百万円

（前年同期は7,484百万円の経常損失）、中間純損失は19,899百万円(前年同期は358,112百万円の中間純利益）と

なった。 

 ① ホームプロダクツ事業 

 トイレタリー業界は、小売価格の低下による市場縮小はほぼ底を打ったものの、限られた市場での販売競争は一

層激しくなる中、ホームプロダクツ（トイレタリー）事業としては、収益性の高い事業を目指し、生活者視点のマ

ーケティングによるブランド価値向上と、きめ細かなコストダウンによる原価削減を図ってきた。 

 商品面では、高付加価値ブランドの拡充を図り、「レシェ」（ヘアケア製品）の品質強化や薬品事業とのシナジ

ーから生まれた和漢植物エキス配合の「和漢花」（女性基礎化粧品）の発売をおこない、販売面では、広告費や販

売促進費の効率的な販売体制を構築した。 

 その結果、ホームプロダクツ事業の当中間連結会計期間における売上高は18,712百万円（前年同期比6.2％減

少）、営業利益は1,862百万円（前年同期比18.2％減少）となった。 

 ② 薬品事業 

 一般用医薬品業界は、店頭販売の競争激化により、厳しい市場環境が続いた。店頭販売状況としては、水虫治療

薬や便秘薬、総合ビタミン剤等の市場が前年割れとなったが、鼻炎治療薬や目薬等が堅調に推移した結果、市場全

体として前年並みの成長であった。 

 このような環境下、ヘルスケア部門（一般用）は、新商品の拡販並びに主力商品の強化・育成を図り、新商品

「アプレアＥＣ（しみ、色素沈着改善薬）」は計画を上回って推移し、主力商品「八味地黄丸（頻尿・排尿困難改

善薬）」や「ベルエムピ・シリーズ（鼻炎治療薬）」、「漢方シリーズ（錠剤・顆粒）」は堅調に推移したが、主

力商品のひとつである「コッコアポ（便秘・肥満改善薬）」が前年を下回った。 

 医療用医薬品業界は、花粉症の流行で鼻炎薬が牽引役となり、前年を上回る成長を示している。 

このような環境下、医薬部門（医療用）は、鼻炎などに処方される「カネボウ小青竜湯」が二桁成長を示し、女性

患者さま向けの「カネボウ当帰芍薬散」「カネボウ加味逍遥散」「カネボウ桂枝茯苓丸」も前期に引き続き堅調に

推移した。また、収益体制の強化のため、アイテム数の削減と流通在庫の適正化をおこなった。 

 その結果、薬品事業の当中間連結会計期間における売上高は8,887百万円（前年同期比5.5％減少）、営業利益は

76百万円（前年同期比84.4％減少）となった。 

 ③ 食品事業 

 食品業界は、新商品の導入ラッシュと短命化の傾向が続き、店頭での競合に拍車がかかり、当期においても厳し

い状況が続いた。このような環境下、食品事業部門は菓子・冷菓・新規食品それぞれの事業強化及び組織の再編・

物流センターの統廃合・在庫一元管理など事業インフラの整備に注力した。 

 菓子部門は、「フリスク」が口中清涼菓子のトップブランドを堅持、発売20周年を迎えた知育菓子「ねるねるね

るね」も順調に推移した。素材菓子「甘栗むいちゃいました」は収益性の改善を企図し、減収となった。 

 冷菓部門は、商品・販売エリアの絞り込みにより減収となったが、「ヨーロピアンシュガーコーン」「季節のフ

ルーツ」などの主力品を中心に、さらなる収益性の改善を果たした。また、お客様から強いご支持をいただいてい

る植物性アイス「I.V.（アイベジィ）」については、拠点拡大に全力を傾注している。 

 新規食品部門は、カロリーゼロの健康機能性食品「プルジュレ」のアイテム拡大と全国展開により、大きく増収

を果たした。 

 その結果、食品事業の当中間連結会計期間における売上高は17,436百万円（前年同期比48.5％減少）、営業利益

は193百万円（前年同期比48.4％増加）となった。なお、前年同期比売上減少の要因は、主として前期に実施した

カップ麺事業の事業売却、飲料事業の撤収及び当中間連結会計期間に実施したカネボウレインボーハット株式会社

の株式譲渡によるものである。 



 ④ ファッション事業 

 ファッション業界は、百貨店の婦人服売り上げが春夏物で回復の兆しを見せ始めたものの、残暑の影響を受け秋

物の店頭消化が出遅れ、いまだ予断を許さない市場環境が続いている。このような環境下、「フィラ」、「ランバ

ン」など主力ブランドの一層の育成・拡販を進めた。スポーツファッション部門は、主力の「フィラ」ブランドに

おいて、ブランドイメージの再構築の施策が奏効し、百貨店向けのテニスウエアが前年並みではあるが、健闘し

た。しかし、スポーツ専門店向けのアスレティックウエアの売上を中心に苦戦を強いられ、スポーツファッション

部門は前期同期比減収となった。婦人服部門は、主力の「ランバン」ブランドにおいて、プレタライン、ゴルフラ

インともに健闘し、前年比クリアを果たした。特にゴルフラインについては業界自体が順調な中でも、特に売上を

伸ばし、流通からも大きな評価を得た。インナー部門は、ラペルラ事業は本年７月をもって、その営業資産を次の

独占輸入先へ資産譲渡し営業を終了した。その結果、インナー部門は前年同期比減収となった。また、紳士・婦

人・子供服の小売事業をおこなっていた株式会社ショップエンドショップスの株式を本年５月に譲渡した。 

 その結果、ファッション事業の当中間連結会計期間における売上高は9,364百万円（前年同期比23.3％減少）、

営業損失は1,280百万円（前年同期は696百万円の営業損失）となった。なお、クロエについても本年12月のライセ

ンス終了を前に次の日本での展開先へ営業譲渡した。 

 ⑤ 繊維事業 

 天然繊維事業は、「事業再生計画」に基づく抜本的な事業ポートフォリオの再編分類により、前期における羊毛

事業の事業売却に引き続き、今期に入り、綿事業のうち長浜工場に関わる事業を当社とセーレン株式会社との合弁

会社であるＫＢセーレン株式会社（当社出資比率４９％）へ、綿糸事業を株式会社ＫＢスピニングへそれぞれ事業

売却をおこなった。 

 合繊事業は、天然繊維と同じく抜本的構造改革を推進すべく、ポリエステル・ナイロン独自素材を中心とする繊

維事業、ＰＥＴ樹脂・シートの高分子事業に分割の上、繊維事業は長浜関連事業と同じくＫＢセーレン株式会社

に、高分子事業は同業２社に事業譲渡をおこなった。 

 その結果、天然繊維事業、合繊事業とも大幅な減収となり、繊維事業の当中間連結会計期間における売上高は

20,785百万円（前年同期比52.9％減少）、営業損失は228百万円（前年同期は2,189百万円の営業損失）となった。 

※セーレン株式会社との合弁会社であるＫＢセーレン株式会社については、10月14日付けにて当社の持分の全てを

セーレン株式会社へ譲渡（完全譲渡）した結果、カネボウグループとして天然繊維・合繊全ての繊維事業から撤退

したこととなった。 

 ⑥ 海外での事業展開 

 当社海外事業は抜本的な事業ポートフォリオの再編に伴い、天然繊維事業並びに合繊事業のその他の海外部門

は、撤退部門（売却もしくは清算）と位置付け、株式や出資持分を出資者もしくは今後事業を継続・発展可能な第

三者への譲渡を推進した。天然繊維事業や合繊事業などの海外部門の撤退については、その過半の株式もしくは出

資持分の譲渡が完了し、今年度中には全ての撤退が完了する見込みである。コア事業である薬品事業については、

中国における原料調達並びに製造拠点である青島華鐘製薬有限公司の一層の強化を図るとともに、成長を続ける中

国市場や欧米のサプリメント市場における漢方への注目を踏まえた新たな事業展開を図る予定である。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・

フローで30,051百万円の減少（前年同期は1,251百万円の減少）、投資活動によるキャッシュ・フローで34,333百

万円の増加（前年同期は366,737百万円の増加）、財務活動によるキャッシュ・フローで11,839百万円の増加（前

年同期は335,055百万円の減少）となり、結果として、当中間連結会計期間末には23,718百万円となった。 

（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減少は、30,051百万円となった。これは事業再編に伴う特別

損失の計上等により、税金等調整前中間純損失が19,603百万円であったこと、前連結会計年度の化粧品事業の営

業譲渡代金に係る消費税等の支払等により未払消費税等が19,494百万円減少したこと、固定資産売却に伴い不動

産の敷金・保証金の返済が発生したこと等により資金が4,694百万円減少したことが主な要因である。 

（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増加は、34,333百万円となった。これはカネボウ物流株式会

社の物流事業を始めとする事業の営業譲渡による収入6,843百万円、固定資産の売却による収入16,400百万円、連

結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入10,975百万円が主な要因である。 

（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の結果、資金は11,839百万円増加した。これは株式会社カネボウ化粧品

を割当先とする第三者割当による新株式発行の払込収入が20,000百万円あった一方で、長期借入金の返済が8,844

百万円あったことが主な要因である。 



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．金額は、販売価額によっており、セグメント間の取引については消去していない。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

３．ファッション事業は購入製品を販売しており、生産を行っていないため、記載を省略している。 

４．化粧品事業は平成16年5月に営業譲渡したため、前年同期比では「その他の事業」に含めて計算している。 

(2）受注状況 

 当社グループは主として見込生産を行っているため、受注状況に関する記載を省略している。 

(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相殺消去している。 

２．当中間連結会計期間において、総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上となる販売先はない。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

４．化粧品事業は平成16年5月に営業譲渡したため、前年同期比では「その他の事業」に含めて計算している。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比(％) 

ホームプロダクツ事業 5,391 2.0 

薬品事業 2,649 △5.7 

食品事業 6,106 △55.7 

繊維事業 11,746 △63.1 

その他の事業 1,507 △92.1 

合計 27,400 △62.4 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比(％) 

ホームプロダクツ事業 18,712 △6.2 

薬品事業 8,887 △5.5 

食品事業 17,436 △48.5 

ファッション事業 9,364 △23.3 

繊維事業 20,785 △52.9 

その他の事業 10,743 △67.1 

合計 85,930 △43.5 



３【対処すべき課題】 

当社グループは、繊維事業部門を始めとする不採算事業からの撤退、減増資、債務免除、株式会社産業再生機構

（以下「産業再生機構」という）・株式会社三井住友銀行の出資等を内容とする「事業再生計画」を策定し、平成16

年5月31日に産業再生機構より支援決定を受けた。以降、企業再生に向けて、「事業再生計画」に基づき、諸施策を

実施している。 

 当社グループ再生に向けた戦略課題は、①アセット・デット・エクイティの３面からのリストラクチャリングによ

る財務体質の抜本改革、②「選択と集中」による抜本的な事業ポートフォリオの再編、③不採算事業からの撤退と一

段のコスト競争力強化による安定収益基盤の確立、④シナジーの追求と意思決定プロセスの簡素化を実現するグルー

プ組織運営体制の変革、⑤経営の透明性実現とガバナンス強化などである。 

 また、食・薬・化粧境界領域市場の拡大に伴い、従来にない新たな商品領域が創出されるなど、中核3事業を取り

巻くマーケット環境の変化に対し、3事業が保有する強み・機能・アセットを組み合わせて協業による市場攻略を推

進することに加え、事業ポートフォリオの再編段階をほぼ完了したことから、再生軌道を確実にするため、事業間シ

ナジー戦略の展開や新たなビジネスモデルを確立し、成長戦略へのステージ移行を目指す。 

産業再生機構の支援のもと、「事業再生計画」に基づき、諸施策を着実に実行することで、企業価値向上に資するこ

れらの経営課題の解決に取り組む所存である。 

①抜本的な事業ポートフォリオの再編 

当社グループの各事業を4つに分類し、コア事業とノンコア・撤退事業を明確に区分し、事業再編を推進する一

方、生活消費財事業であるホームプロダクツ、薬品、食品の中核3事業への経営資源の集中化により、安定収益基盤

の確立を目指している。具体的には、ホームプロダクツ、薬品、食品の中核3事業において価格是正とコストダウン

に加え、効率的な宣伝・販売促進などを実施することにより、既存事業の収益基盤の強化を図るとともに、3事業の

研究シーズ・商品開発力等のシナジーを追求し、3事業の連携による特徴ある新製品の発売を積極的に推進してい

る。また、平成17年11月より健康食品の通販事業をスタートさせ、3事業の技術融合による新たなコンセプト製品を

市場に投入するなど、今後の成長戦略の展開に向けた取り組みを行っている。一方、「事業再生計画」で第3・第4分

類に位置づけた各事業の再編については、ほぼ完了しているが、その主なものとしては、同年7月1日にカネボウ繊維

株式会社が行っていた綿事業、およびカネボウ合繊株式会社が行っていた合繊事業のセーレン株式会社への営業譲渡

がある。当該営業譲渡は、同社との合併契約に基づき設立したKBセーレン株式会社に対して行った。また、第2分類

に位置づけた事業についても、同年5月11日に株式会社エルビー（埼玉）、同年8月31日にカネボウビジョンシステム

株式会社、同年9月7日に株式会社エルビー（名古屋）の株式譲渡をそれぞれ実行するなど、当社グループ外で運営さ

れることによって当該事業の成長がより見込めると判断した事業につき、事業譲渡を実施した。その結果、現在まで

に国内における34事業、海外18社の譲渡を決定した。引き続き、「選択と集中」の経営方針に基づき、第1分類に位

置づけた一部の事業を含めて、当社グループ内での成長が見込み難い事業からの撤収を前提とした譲渡交渉を進めて

おり、中核3事業への特化を目指して「事業再生計画」における再生プロセスを加速化させていく。 

②財務リストラクチャリングについて 

当社は、「事業再生計画」に基づき、化粧品事業の営業譲渡、金融支援、資本強化策に加え、ノンコア事業の事

業譲渡・資産売却等の結果として、平成16年9月中間期には連結債務超過を解消し、併せて平成17年3月末には有利

子負債（短期・長期借入金および割引手形）を平成16年3月末対比で5,433億円削減した。当中間期においても、平

成17年3月末対比で、総資産を595億円削減、有利子負債を115億円削減し、財務体質の抜本改善に大きな成果を得

た。また、平成17年7月29日に株式会社カネボウ化粧品を引き受け先とする200億円の第三者割当増資を実施し、資

本充実により財務体質を強化するとともに、増資資金を「事業再生計画」における再生プロセスの加速化に伴う必

要資金、及び消費財事業の強化に向けての投資に充当する予定である。 

③コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況について 

・内部統制システムの再構築の具体的実施状況 

経営の透明性及び公平性の向上、経営における監督機能の強化と業務執行権限の拡大と機動性の向上を実現する

ために、平成16年6月より委員会等設置会社に移行した。この中で監査委員会の下に事業監査室を設置、同年12月に

内部監査規定を制定し、業務監査体制を強化した。更に、平成17年4月1日より内部統制の強化を目的に事業監査室

の機能をコンプライアンス、会計監査、リスクマネジメントと明確化させるとともに、不適切な会計処理を二度と

起こさない環境づくり（体制・風土）は勿論のこと、日常業務に潜むリスクの把握・整理・評価、内部統制のため

の具体的アクション、情報の伝達方法（コミュニケーション）の検証を各事業本部ごとに行い、内部統制システム

の再構築を行った。また、併行して同年4月1日にコンプライアンスに関わる社員の声を吸い上げる目的で内部通報

制度を導入した。 



・コンプライアンス体制の構築と推進の具体的実施状況 

当社グループが真に社会から評価され、より良い企業として再生を果たすためには、企業風土の変革と全社員の

意識改革が必要と判断し、新・経営理念体系を策定するとともに、平成16年12月に代表執行役の下に、コンプライ

アンス担当執行役とコンプライアンス統括部を設置し、コンプライアンス規則を制定した。また、コンプライアン

ス委員会を再編し、コンプライアンス行動規範を改訂するとともに、コンプライアンス・ハンドブックを作成し、

全社員に配布した。平成17年4月1日以降、行動規範に盛り込まれたコンプライアンス意識を全社員に浸透させるべ

く、研修体系にもとづき教育・研修に取り組んでいる。 

④スポンサー企業の決定について 

平成17年7月より株式会社産業再生機構により、当社のスポンサー企業の選定が進められていたが、平成17年12月

16日に、投資会社のアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合、株式会社ＭＫＳパートナーズ、ユニゾン・キ

ャピタル株式会社（以下、「３投資会社」）が当社のスポンサー企業として決定された。これに伴い、株式会社産

業再生機構と「３投資会社」の間で、株式会社産業再生機構が保有する当社株式並びに債権を平成18年1月末を目処

に、「３投資会社」が出資するトリニティ・インベストメント株式会社へ譲渡する契約が締結された。 

 加えて、当社及び株式会社カネボウ化粧品が互いに保有しあう株式についても、平成18年2月中旬を目処にそれぞ

れのスポンサー企業に譲渡される予定であり、相互の出資関係は解消される見込である。 

 当社は、今後、ホームプロダクツ事業・薬品事業・食品事業の消費財３事業を中心に、新たなスポンサー企業の

出資の下で事業強化を行い、さらなる企業価値の向上に努めていく所存である。 



４【経営上の重要な契約等】 

Ⅰ．営業譲渡契約 

Ⅱ．株式譲渡契約 

（注）当中間連結会計期間後に生じた営業譲渡契約等については、「第５ 経理の状況」の重要な後発事象の箇所に記

載している。 

契約会社名 相手方会社名 譲渡対象 契約締結日 譲渡実行日 

カネボウ繊維株式会社 KBセーレン株式会社 綿事業 平成17年6月1日 平成17年7月1日

カネボウ合繊株式会社 KBセーレン株式会社 合繊事業 平成17年6月1日 平成17年7月1日

カネボウ物流株式会社 
株式会社KCロジスティック
ス（株式会社カネボウ化粧
品の子会社） 

物流事業 平成17年7月29日 平成17年9月1日

カネボウ合繊株式会社 三菱化学株式会社 
A-PETシート・機能性
樹脂事業 

平成17年9月15日 平成17年9月30日

カネボウ合繊株式会社 
株式会社ベルポリエステル
プロダクツ 
（大和製罐㈱の子会社） 

高分子防府PET樹脂事
業 

平成17年6月15日 平成17年10月1日

譲渡する株式の会社名 相手方会社名 
譲渡対象会社の 
事業内容等 

契約締結日 譲渡実行日 

株式会社エルビー（埼玉） アサヒビール株式会社 チルド飲料事業 平成17年4月27日 平成17年5月11日

株式会社 

ショップエンドショップス 

有限会社 
S.Sホールディングス 

紳士・婦人・子供服の
小売 

平成17年5月25日 平成17年6月8日

カネボウレインボーハット

株式会社 
有限会社クッチーナ アイスクリームの小売 平成17年6月8日 平成17年6月21日

カネボウ繊維株式会社 
維科(香港)紡織有限公司 
株式会社ＫＢスピニング 

綿紡績製造・販売 平成17年7月1日 平成17年8月31日

カネボウビジョンシステム

株式会社 
第一実業株式会社 

外観検査装置の製造・
販売 

平成17年7月27日 平成17年8月31日

株式会社 

エルビー（名古屋） 

アサヒビール株式会社
ＣＢＣ株式会社 

清涼飲料水・乳酸菌飲
料事業 

平成17年8月31日 平成17年9月7日

株式会社 

ブレイニーワークス 

株式会社 
電通国際情報サービス 

情報システム事業 平成17年8月30日 平成17年9月12日

カネボウブラジルS.A. 
Chestnut Lane Holding
LLC 

綿紡績製造・販売 平成17年8月12日 平成17年9月15日

越前ポリマー株式会社 三菱化学株式会社 ポリエステル樹脂事業 平成17年9月15日 平成17年9月30日



５【研究開発活動】 

   当社グループ（当社及び連結子会社）は、平成16年5月に発表した再生計画に則り、ホームプロダクツ・薬品・食

品の３事業をコア事業と位置付け企業再生に取り組んでいる。研究開発部門においても、国内４ヶ所の研究開発拠点

に、合計約１２０名のスタッフが、これら３事業のシナジー効果を発現すべく、連携して研究開発に取り組んでい

る。当連結会計年度のグループ全体の研究開発費は、1,127百万円（繊維事業181百万円、その他の事業44百万円を含

む）である。 

 当連結会計年度における各事業部門別の研究の目的、主要課題、研究成果及び研究開発費は、次のとおりである。 

 （１）ホームプロダクツ事業 

 ホームプロダクツ事業は、優れた品質と高い信頼性に培われたブランド資産を活かしながら、新たな領域への挑戦

として次世代のニーズを満たす付加価値を持った新商品開発をおこなっている。 

 スキンケア・洗浄料化粧品では、抗老化市場へ向けて、当該事業で開発した〔生体模倣製剤〕技術を活用するとと

もに、薬品事業で培われた漢方理論を化粧品へ応用して抗老化に関する有効成分をバランスよく配合した新ブランド

「和漢花」を発売した。また、入浴料として、新規ユーザー獲得を目的として、アメニティタイプの入浴料「スパラ

ボ」及び「モアビア」を発売した。 

 ヘアケア化粧品では、髪密度改善成分〔セリシン〕を配合したブランド「レシェ」に関して、さらなる髪密度ケア

向上を目的として処方骨格、製造方法の見直しを行い、リニューアルをおこなった。「プロスタイル」ブランドで

は、スタイリング剤においては若年層の取り込みを狙い、ウォーター系、ワックス系を追加、ヘアカラー剤において

はトレンドに合わせた新色を６色追加するとともに、ブランドの全面改装をおこなった。 

 その他では、プロフェッショナル流通において、髪密度改善成分〔セリシン〕を配合した新ブランド「ヘアクリエ

ステ」を発売。さらに、使いやすさにこだわったスタイリング剤として新ブランド「ドットシー」を発売した。ま

た、プライベートブランドに関しても積極的な開発をおこない、ドラッグストアでのプライベートブランドとして、

洗顔剤「プリマール」の発売、ヘアカラー「ル・キアラ」の新色追加をおこなった。なお、当該事業に係る研究開発

費は、307百万円である。 

 （２）薬品事業 

 薬品事業では、＜シニア＞、＜女性＞および＜生活習慣病＞を重点注力領域として、新商品開発並びに商品情報提

供に取組んだ。 

 ヘルスケア部門では、本年3月の日本薬学会で発表して業界の注目を浴びた、美白効果の高いビタミンＢ混合物〔B-

Mixia〕を配合した医薬品、「アプレアＥＣ」を発売した。主力のかぜ薬については、昨年発売した１日２回服用タイ

プの顆粒剤３品目（「葛根湯」、「小青竜湯」および「柴胡桂枝湯」）に加えて、「甘草湯」を新たな「ＳⅡシリー

ズ品」として発売した。さらに、専門店流通に合わせた健康補助食品３品目（ケアパートナーＬ，ＢおよびＩ）を発

売するとともに、生活習慣病を軸としたトリミオ理論の啓蒙に取組んだ。また、女性特有疾患 、生活習慣病並びに加

齢関連疾患を対象とした新商品開発のための素材探索や基礎研究をおこなった。 

 医療用漢方部門においては、継続的して〔免疫関連〕や〔生活習慣病関連〕および〔婦人病関連〕の基礎研究をお

こなう一方、将来に向けた多面的な製剤技術の基礎研究もおこなった。また、来るべき医療の複合化を鑑み、患者向

けの治療補助化粧品や食材に関する商品開発を推進し、新たな市場を目指した取組みをおこなった。 

 漢方薬の原料となる生薬については、引き続き、安全面を重視した高い品質レベルの確保と安定供給を維持するた

め、国内外での栽培研究と成分分析などの品質向上研究を推進した。なお、当該事業に係る研究開発費は、281百万円

である。 

 （３）食品事業 

 食品事業では、美味しさ・楽しさの〔楽〕をベースに〔心・健・美〕の機能を加えた、大人向けを中心とした商品

群の確立を図っている。中心となる菓子部門においては、業界初の喫食する事で体表面から香りを放散する成分を配

合した〔アロマコントロール技術〕の研究開発に成功し、「フワリンカガム」、「フワリンカキャンディ」を発売し

た。また、乳原料やゼラチン等の動物性原料を一切使用せず、豆乳50％で設計した〔植物性原料加工〕を応用したソ

フトキャンディ「ソイキューブ」を発売した。一方、子供ヤング商品として当社の〔カラーデザインガム製法〕を応

用した「ライフガード板ガム」を発売した。また、当社独自技術の手作り菓子では〔水溶性増粘剤〕の応用により

「にょびガムラー」を、〔アルファ化澱粉〕の応用により「かきまショー」「ポッピンクッキン」等を発売し、子供

達の好奇心を育成する知育菓子商品の強化拡大を図った。素材菓子商品分野では製品の残存酸素を大幅に抑制し「甘

栗むいちゃいました」の更なる品質改良をおこない、更に〔静菌・低温殺菌技術〕による「フルーティナビ」マンゴ

とアップルの品質強化を図った。 



  冷菓部門においては独自技術の〔濃縮豆乳と混合技術〕を用いた業界初の乳原料無使用の高級植物性アイス「アイ

ベジィ」について更なるバリエーション化を図り、合計10種の商品を発売した。一般冷菓については、品種の絞り込

みと高付加価値化を図り〔菓子素材複合冷菓〕を中心に新規「クッキーサンド」や「ワッフルサンド」、主力商品の

「ヨーロピアンシュガーコーン」のモンブランケーキ味を発売した。 

 新規食品部門では〔カロリーゼロの新食感〕のスパウトパウチ「プルジュレ」について、4種のバリエーション化と

品質向上をおこない同商品の強化を図った。粉末食品では、〔造粒乾燥技術〕を応用し、「ホットうめ」、「カップ

お抹茶しるこ」を発売した。更に、栗皮から抽出した抗酸化機能性素材の自社開発と、新機能菓子の商品化を目指す

基礎研究部門の強化を図り、また、分析部門もアレルゲン・残留農薬等の迅速自社分析システムを確立し、製品と原

料の安全と安心を保証する総合品質管理部門の強化徹底も引き続き注力している。なお、当該事業に係る研究開発費

は、312百万円である。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

(1) 当中間連結会計期間において、重要な設備の売却（営業譲渡を含む）は、以下のとおりである。 

（注）１．帳簿価額のうち、「その他」は、器具及び備品並びに建設仮勘定の合計である。なお、金額には消費税

等を含まない。 

２．従業員数の［ ］は、臨時従業員数を外書している。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 前連結会計年度末において計画中であったカネボウフーズ㈱福知山工場の建屋・機械設備移転工事について 

は、平成17年8月に完了した。なお、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設について、重要な変更は

ない。 

(2) 前連結会計年度末に計画した重要な設備の除却等について、当中間連結会計期間に完了したものは「１.主

要な設備の状況」に記載のとおりである。なお、平成17年７月に売却予定であったカネボウ合繊㈱防府合繊

工場の設備（土地を除く）については、平成18年１月に売却予定が変更になっている。 

(3) 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の計画は、以下のとおりである。 

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 

帳簿価額（百万円）  

従業員数

（人） 
建 物

及び 

構築物 

機械装

置及び 

運搬具 

土 地 

（面積

千㎡） 

その他 合 計 

カネボウ 

合繊㈱ 

北陸合繊工場 

(福井県鯖江市)
繊 維 

合繊繊維 

製造設備 
2,946 2,564 

－ 

  (－）
113 5,624 

152 

〔－〕

カネボウ 

不動産㈱ 

洲本土地建物 

(兵庫県洲本市)
その他 

その他の

設備 
1,149 － 

2,849 

(41) 
7 4,007 

－ 

〔－〕

〃 
大垣土地建物 

(岐阜県大垣市)
〃 〃 360 － 

770 

(22) 
－ 1,131 

－ 

〔－〕

カネボウ 

物流㈱ 

東京流通 

  センター 

(東京都墨田区)

〃 〃 454 1 
2,438 

(17) 
4 2,898 

24 

〔－〕

会社名 

 事業所名 
所在地 

帳簿価額 

（百万円）  
売却予定時期 

土 地 

（面積千㎡） 

カネボウ合繊㈱ 
防府合繊工場 

(山口県防府市) 

200 

 (166） 
平成17年10月  

〃 
北陸合繊工場 

(福井県鯖江市) 

1,240 

 (151） 
平成17年10月  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注）「普通株式につき消却があった場合又はＡ種類株式、Ｂ種類株式若しくはＣ種類株式につき消却若しくは普通株式

への転換があった場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めている。 

②【発行済株式】 

（注）１.東京証券取引所・大阪証券取引所において、平成17年6月13日付で上場廃止となった。 

    ２.完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式である。 

３.Ｃ種類株式のうち26,315,750株は、現物出資（債務の株式化）によって発行されたものである。 

４.Ａ種類株式の内容 

(1)優先株主配当金 

①優先配当金の額 

イ. Ａ種類株式につき普通株式に優先して支払われる1株当たりの配当金(以下「Ａ種優先配当金」という。)

の額は、2005年3月31日に終了する営業年度まで無配とする。 

2005年4月1日に開始する営業年度以降は、1株当たり、Ａ種類株式の発行価額にそれぞれの営業年度ごとに

下記ロ.に定める年率(以下「Ａ種配当年率」という。)を乗じて算出した額を支払う。 

但し、計算結果が50円を超える場合は、Ａ種優先配当金は50円とする。 

          ロ．Ａ種配当年率は、2005年4月1日以降、次回年率修正日の前日までの各営業年度について、下記算式によ 

      り計算される年率とする。 

       Ａ種配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ(６か月物)＋1.25％ 

       Ａ種配当年率は、％位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。 

      ・年率修正日とは、2006年4月1日以降の毎年4月1日とする。 

      ・日本円ＴＩＢＯＲ(６か月物)とは、2005年4月1日又は各年率修正日(当日が銀行休業日の場合は直前営業 

      日)及びその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)の2時点(以下それぞれ「Ａ種優先配当 

      決定基準日」という。)において、午前11時における日本円６か月物ＴＩＢＯＲとして全国銀行協会によっ 

      て公表される数値の平均値を指すものとする。Ａ種優先配当決定基準日において日本円ＴＩＢＯＲ(６か月 

      物)が公表されていない場合は、同日(当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時 

      間午前11時におけるユーロ円ＬＩＢＯＲ６か月物（360日ベース)として英国銀行協会(ＢＢＡ)によって公 

      表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円ＴＩＢＯＲ(６か月物)に代えて用いるもの 

      とする。 

②優先中間配当金 

種        類 会社が発行する株式の総数（株） 

普  通  株  式 1,824,868,500 

優先株式Ａ種類株式 30,000,000 

優先株式Ｂ種類株式 30,000,000 

後配株式Ｃ種類株式 115,131,500 

計 2,000,000,000 

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26日) 

上場証券取引所 内容 

普  通  株  式 51,283,557 51,283,557 非上場・非登録 （注）1、2 

優先株式 
Ａ種類株式 30,000,000 30,000,000       非上場・非登録 （注）4 

Ｂ種類株式 30,000,000 30,000,000 非上場・非登録 （注）5 

後配株式 Ｃ種類株式 115,131,500 115,131,500 非上場・非登録 （注）3、6 

計 226,415,057 226,415,057 － － 



      当社はＡ種類株式を有する株主(以下「Ａ種類株主」という。)及びＡ種類株式の登録質権者(以下「Ａ種類 

    登録質権者」という。)に対し中間配当を行わない。 

     ③非累積条項 

ある営業年度においてＡ種類株主及びＡ種類登録質権者に対して支払う利益配当金の額がＡ種優先配当金の

額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度以降に累積しない。 

④非参加条項 

Ａ種類株主及びＡ種類登録質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。 

(2)残余財産の分配 

①当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種類株主及びＡ種類登録質権者に対し、普通株式を有する株主(以下

「普通株主」という。)及び普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)並びにＣ種類株式を有

する株主(以下「Ｃ種類株主」という。)及びＣ種類株式の登録質権者（以下「Ｃ種類登録質権者」とい

う。）に先立ち、Ａ種類株式1株につき500円(以下「Ａ種優先残余財産分配金」という。)を支払う。 

②Ａ種類株主及びＡ種類登録質権者に対しては、Ａ種優先残余財産分配金のほか、残余財産の分配は行わな

い。 

(3)議決権 

Ａ種類株主は株主総会において議決権を有しない。 

(4)償還請求権 

①Ａ種類株主及びＡ種類登録質権者は、2008年から2021年までの毎年7月1日から7月31日までの期間(以下「Ａ

種償還請求可能期間」という。)において、当社の毎年6月末日現在における商法第211条の3第3項に規定する

額が30億円を超えている場合、当該超過額の50％を限度として、Ａ種類株式の全部又は一部の償還請求をす

ることができ、当社は、Ａ種償還請求可能期間満了の日から1か月以内に定款の定めに従い、当該請求を受け

たＡ種類株式の買受手続を行うものとする。 

②前号の限度額を超えてＡ種類株主及びＡ種類登録質権者からの償還請求があった場合、償還の順位は、Ａ種

償還請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。 

③当社は、Ａ種類株主及びＡ種類登録質権者に対し、償還の対価として、発行価額相当額を支払うものとす

る。 

(5)消却 

当社は、いつでも商法第211条の3第3項に規定する額の範囲内で、普通株式、Ａ種類株式、Ｂ種類株式及びＣ

種類株式のうち、いずれか一又は複数の種類の株式の一部又は全部を買受け又は消却することができる。な

お、この場合において、買受けの対象となった種類の株式以外の株式の株主は、当社に対して自己の保有する

買受けの対象となった種類の株式以外の株式の買受けを求めることはできない。 

(6)転換予約権 

①転換条件及び転換請求期間 

Ａ種類株主は、2011年4月1日から2022年3月31日までの間(以下「Ａ種転換請求期間」という。)、以下に定

める条件でＡ種類株式の普通株式への転換を請求することができる。本項における「時価」とは、転換価額

の算定の基準となる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除いた平均値とする。円位未満小

数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、当社の普通株式が転換価額の算定の基

準となる日に先立って株式会社東京証券取引所において上場廃止された場合には、当社の普通株式の上場廃

止の日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引

の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除いた平均値とする。円位未満小数第2位まで算

出し、その小数第2位を四捨五入する。)をもって、当社の時価とみなす。 

イ. 当初転換価額 

当初転換価額は、Ａ種類株式の発行日から60取引日が経過した日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終

値のない日を除いた平均値とする。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とす

る。 



ロ. 転換価額の修正 

転換価額は、2012年4月1日以降2021年4月1日までの毎年4月1日(以下それぞれ「Ａ種転換価額修正日」とい

う。)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該Ａ種転換価額修正日以降翌年のＡ種転換価額修

正日の前日(又はＡ種転換請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとする。 

 但し、当該時価が当初転換価額の60％(以下「Ａ種下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転

換価額はＡ種下限転換価額とする。また、当該時価が当初転換価額の150％(以下「Ａ種上限転換価額」と

いう。)を上回るときは、修正後転換価額はＡ種上限転換価額とする。また、転換価額が下記ハ.により調

整された場合には、Ａ種上限転換価額及びＡ種下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。 

ハ. 転換価額の調整 

 a. Ａ種類株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額は下記算式(以下「転換価額調整式」と

いう。)により計算される転換価額に調整される。調整後転換価額は円位未満小数第2位まで算出し、その

小数第2位を四捨五入する。  

ⅰ転換価額調整式に使用する時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行し又は当社

の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、下記ⅱ乃至ⅳの場合を除く。) 

調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株主割当日がある場合はその翌日以降、これ

を適用する。 

ⅱ株式の分割により普通株式を発行する場合 

 調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。但し、配当可能利益

から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締

役会で決議をする場合において、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日

を株式の分割のための株主割当日とするときは、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議

をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

 なお、上記但書において株式の分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入の決議

をした株主総会の終結の日までに転換をなした者に対しては、次の算出方式により、当社の普通株式を新

たに発行する。この場合に、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

ⅲ転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換され若しくは転換することが

できる株式を発行する場合 

 調整後転換価額は、かかる株式の払込期日に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日に、発

行又は処分される株式全てが転換されたものとみなし、その払込期日の翌日以降、又は株主割当日がある

場合はその翌日以降、これを適用する。但し、当該発行又は処分される株式の転換価額がその払込期日又

は株主割当日において確定しない場合、調整後転換価額は、転換価額が決定される日に、発行若しくは処

分される株式の全てが転換されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。 

       新規発行又は処分  １株当たりの  

     既 発 行   ×  

調整後  調整前   ＋ 普通株式数  発行価額又は処分価額 

  ＝  × 普通株式数     

転換価額  転換価額    １株当たりの時価 

     既発行普通株式数＋新規発行 又は処分普通株式数 

   （調整前転換価額－ × 調整前転換価額をもって転換により当該

株式数 ＝ 調整後転換価額）   期間内に発行された株式数 

      調整後転換価額 



ⅳ新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使により発行される普通株式の1株

当たりの発行価額(商法第341条の15第5項又は第280条の20第4項に規定される1株当たりの発行価額をい

う。以下同じ。)が転換価額調整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権を発行する場合 

 調整後転換価額は、かかる新株予約権の発行日に、又は株主割当日がある場合はその日に、発行される

新株予約権全てが行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、又は株主割当日の翌日以降これを適

用する。但し、新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの価額がその発行日又は株主割当日に

おいて確定しない場合、調整後転換価額は、新株予約権の行使価額が決定される日に、発行される全ての

新株予約権の行使がなされたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降にこれを適用する。 

b．上記a.ⅰ乃至ⅳに掲げる場合のほか、次に掲げる場合には、取締役会が適当と判断する転換価額の調整を

行うものとする。 

ⅰ合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減少又は普通株式の併合その他当社普通株式数の変更又は

変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とする場合 

ⅱ転換価額を調整すべき事由が二以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出に当たり

使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合 

c．転換価額調整式で使用する「1株当たりの時価」とは、調整後転換価額を適用する日(但し、上記a.ⅱ但書

の場合には株主割当日とする。)における時価とする。 

d．転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額と

する。 

e. 転換価額調整式で使用する「1株当たりの発行価額又は処分価額」とは、それぞれ以下のとおりとする。 

ⅰ上記a.ⅰの転換価額調整式に使用する時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行

し又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、上記a.ⅱ乃至ⅳの場合を除く。)には、当該発

行価額又は処分価額(金銭以外の財産による払込の場合にはその適正な評価額) 

ⅱ上記a.ⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合には、0円 

ⅲ上記a.ⅲの転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換され若しくは転換

することができる株式を発行する場合には、当該転換価額 

ⅳ上記a.ⅳの新株予約権の行使により発行される普通株式の1株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用す

る時価を下回ることとなる新株予約権を発行する場合には、当該１株当たりの発行価額 

f. 転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」とは、株主割当日がある場合はその日における当社の発

行済普通株式数(但し、当該新規発行分は含まれない。)から、株主割当日がない場合は、調整後転換価額

を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数(但し、当該新規発行分は含まれない。)か

ら、当該各日における当社の有する当社普通株式数を控除した数(但し、上記a.ⅱにおいて当社の有する当

社普通株式数にも株式の分割の効果を及ぼす場合には、かかる控除は行わないものとする。また、当社の

有する当社の普通株式を処分する場合には、処分前の数とする。)とする。 

g. 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるとき

は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算

出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた

額を使用する。 

ニ. 転換により発行する普通株式数 

Ａ種類株式の転換により発行すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。但し、次の計算式により算

出した転換により発行すべき普通株式数がＡ種類株主が転換請求のために提出したＡ種類株式の数の20倍

を超える場合には、Ａ種類株主が転換請求のために提出したＡ種類株式の数の20倍に相当する数とみな

す 。発行すべき株式数の算出に当たって1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

  

転換により発行  Ａ種類株主が転換請求のために   

すべき普通株式数 ＝ 提出したＡ種類株式の発行価額総額 ÷ 転換価額 



(7)一斉転換 

①Ａ種類株式は、2022年4月1日(以下本項において「Ａ種一斉転換日」という。)をもって、Ａ種類株式1株の発

行価額相当額をＡ種一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当

社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除いた平均値とする。円

位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下「Ａ種一斉転換価額」という。)で除して

得られる数の普通株式となる。但し、当社の普通株式が株式会社東京証券取引所において上場廃止された後

にＡ種一斉転換日が到来した場合には、当社の普通株式の上場廃止の日に先立つ45取引日目に始まる30取引

日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値

(終値のない日を除いた平均値とする。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)を

もって、当社のＡ種一斉転換価額とみなす。 

②前号の平均値がＡ種上限転換価額を上回るときは、Ａ種類株式の１株の発行価額相当額をＡ種上限転換価額

で除して得られる数の普通株式となる。また、前号の平均値がＡ種下限転換価額を下回るときは、Ａ種類株

式の１株の発行価額相当額をＡ種下限転換価額で除して得られる数の普通株式となる。 

③前2号における普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、商法第220条に定める端数の

処理の規定に準じてこれを取扱う。 

④第1号及び第2号にかかわらず、同各号により算出した転換により発行すべき普通株式数が、Ａ種転換請求期

間中に転換請求のなかったＡ種類株式の数の20倍を超える場合には、Ａ種転換請求期間中に転換請求のなか

ったＡ種類株式の数の20倍に相当する数とみなす 。 

(8)期中転換又は一斉転換があった場合の取扱い 

Ａ種類株式の転換請求又は一斉転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金の計算について

は、転換請求又は一斉転換が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年の3月31日ま

でになされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなす。 

(9)優先順位 

①Ａ種優先配当金及びＢ種優先配当金(Ｂ種類株式発行要領(14)①において定義される。)の支払順位は同順位

とする。 

②Ａ種優先残余財産分配金及びＢ種優先残余財産分配金(Ｂ種類株式発行要領(15)①において定義される。)の

支払順位は同順位とする。 

(10)株式の併合又は分割、新株引受権等 

①当社は、Ａ種類株式について株式の併合又は分割は行わない。 

②当社は、Ａ種類株主には新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

５.Ｂ種類株式の内容 

(1)優先株主配当金 

①優先配当金の額 

イ. Ｂ種類株式につき普通株式に優先して支払われる1株当たりの配当金(以下「Ｂ種優先配当金」という。)

の額は、2005年3月31日に終了する営業年度まで無配とする。2005年4月1日に開始する営業年度以降は、1

株当たり、Ｂ種類株式の発行価額にそれぞれの営業年度ごとに下記ロ.に定める年率(以下「Ｂ種配当年

率」という。)を乗じて算出した額を支払う。但し、計算結果が50円を超える場合は、Ｂ種優先配当金は50

円とする。 

ロ. Ｂ種配当年率は、2005年4月1日以降、次回年率修正日の前日までの各営業年度について、下記算式によ

り計算される年率とする。 

 Ｂ種配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ(６か月物)＋1.75％ 

 Ｂ種配当年率は、％位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。 

· 年率修正日とは、2006年4月1日以降の毎年4月1日とする。 

· 日本円ＴＩＢＯＲ(６か月物)とは、2005年4月1日又は各年率修正日(当日が銀行休業日の場合は直前営業

日)及びその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)の2時点(以下それぞれ「Ｂ種優先配当

決定基準日」という。)において、午前11時における日本円6か月物ＴＩＢＯＲとして全国銀行協会によっ

て公表される数値の平均値を指すものとする。Ｂ種優先配当決定基準日において日本円ＴＩＢＯＲ(６か月

物)が公表されていない場合は、同日(当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時

間午前11時におけるユーロ円ＬＩＢＯＲ６か月物(360日ベース)として英国銀行協会(ＢＢＡ)によって公表

される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円ＴＩＢＯＲ(６か月物)に代えて用いるものと



する。 

②優先中間配当金 

当社はＢ種類株式を有する株主(以下「Ｂ種類株主」という。)及びＢ種類株式の登録質権者(以下「Ｂ種類登

録質権者」という。)に対し中間配当を行わない。 

③非累積条項 

ある営業年度においてＢ種類株主及びＢ種類登録質権者に対して支払う利益配当金の額がＢ種優先配当金の

額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度以降に累積しない。 

④非参加条項 

Ｂ種類株主及びＢ種類登録質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて配当は行わない。 

(2)残余財産の分配 

①当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種類株主及びＢ種類登録質権者に対し、普通株主及び普通登録質権

者並びにＣ種類株主及びＣ種類登録質権者に先立ち、Ｂ種類株式1株につき500円(以下「Ｂ種優先残余財産分

配金」という。)を支払う。 

②Ｂ種類株主及びＢ種類登録質権者に対しては、Ｂ種優先残余財産分配金のほか、残余財産の分配は行わな

い。 

(3)議決権 

Ｂ種類株主は株主総会において議決権を有しない。 

(4)償還請求権 

①Ｂ種類株主及びＢ種類登録質権者は、2008年から2024年までの毎年7月1日から7月31日まで、かつＡ種類株式

の転換又は償還が全て完了した営業年度にかかる定時株主総会終了後の期間(以下「Ｂ種償還請求可能期間」

という。)において、当社の毎年6月末日現在における商法第211条の3第3項に規定する額が30億円を超えてい

る場合、当該超過額の50％を限度として、Ｂ種類株式の全部又は一部の償還請求をすることができ、当社

は、Ｂ種償還請求可能期間満了の日から1か月以内に定款の定めに従い、当該請求を受けたＢ種類株式の買受

手続を行うものとする。 

②前号の限度額を超えてＢ種類株主及びＢ種類登録質権者からの償還請求があった場合、償還の順位は、Ｂ種

償還請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。 

③当社は、Ｂ種類株主及びＢ種類登録質権者に対し、償還の対価として、発行価額相当額を支払うものとす

る。 

(5)消却 

当社は、いつでも商法第211条の3第3項に規定する額の範囲内で、普通株式、Ａ種類株式、Ｂ種類株式及びＣ

種類株式のうち、いずれか一又は複数の種類の株式の一部又は全部を買受け又は消却することができる。な

お、この場合において、買受けの対象となった種類の株式以外の株式の株主は、当社に対して自己の保有する

買受けの対象となった種類の株式以外の株式の買受けを求めることはできない。 

(6)転換予約権 

①転換条件及び転換請求期間 

Ｂ種類株主は、2014年4月1日以降でＡ種類株式の転換又は償還が全て完了した日から2025年3月31日までの

間(以下「Ｂ種転換請求期間」という。)、以下に定める条件でＢ種類株式の普通株式への転換を請求するこ

とができる。本項における「時価」とは、転換価額の算定の基準となる日に先立つ45取引日目に始まる30取

引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均

値(終値のない日を除いた平均値とする。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)

とする。但し、当社の普通株式が転換価額の算定の基準となる日に先立って株式会社東京証券取引所におい

て上場廃止された場合には、当社の普通株式の上場廃止の日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会

社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない

日を除いた平均値とする。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)をもって、当社

の時価とみなす。 

イ. 当初転換価額 

当初転換価額は、Ｂ種類株式の発行日から60取引日が経過した日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終

値のない日を除いた平均値とする。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とす

る。 



ロ. 転換価額の修正 

転換価額は、2015年4月1日以降2024年4月1日までの毎年4月1日(以下それぞれ「Ｂ種転換価額修正日」とい

う。)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該Ｂ種転換価額修正日以降翌年のＢ種転換価額修

正日の前日(又はＢ種転換請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとする。 

 但し、当該時価が当初転換価額の50％(以下「Ｂ種下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転

換価額はＢ種下限転換価額とする。また、当該時価が当初転換価額の120％(以下「Ｂ種上限転換価額」と

いう。)を上回るときは、修正後転換価額はＢ種上限転換価額とする。また、転換価額が下記ハ.により調

整された場合には、Ｂ種上限転換価額及びＢ種下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。 

ハ. 転換価額の調整 

Ａ種類株式発行要領(19)①ハ.「転換価額の調整」の規定は、「Ａ種類株式」を「Ｂ種類株式」と読み替え

てＢ種類株式の転換価額の調整に準用する。 

ニ. 転換により発行する普通株式数 

Ａ種類株式発行要領(19)①ニ.「転換により発行する普通株式数」の規定は、「Ａ種類株式」を「Ｂ種類株

式」と、「Ａ種類株主」を「Ｂ種類株主」とそれぞれ読み替えてＢ種類株式の転換により発行する普通株

式の総数に準用する。 

(7)一斉転換 

①Ｂ種類株式は、2025年4月1日（以下本項において「Ｂ種一斉転換日」という。)をもって、Ｂ種類株式1株の

発行価額相当額をＢ種一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における

当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除いた平均値とする。

円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下「Ｂ種一斉転換価額」という。)で除し

て得られる数の普通株式となる。但し、当社の普通株式が株式会社東京証券取引所において上場廃止された

後にＢ種一斉転換日が到来した場合には、当社の普通株式の上場廃止の日に先立つ45取引日目に始まる30取

引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均

値(終値のない日を除いた平均値とする。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)

をもって、当社のＢ種一斉転換価額とみなす。 

②前号の平均値がＢ種上限転換価額を上回るときは、Ｂ種類株式の１株の発行価額相当額をＢ種上限転換価額

で除して得られる数の普通株式となる。また、前号の平均値がＢ種下限転換価額を下回るときは、Ｂ種類株

式の１株の発行価額相当額をＢ種下限転換価額で除して得られる数の普通株式となる。 

③前2号における普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、商法第220条に定める端数の

処理の規定に準じてこれを取扱う。 

④第1号及び第2号にかかわらず、同各号により算出した転換により発行すべき普通株式数が、Ｂ種転換請求期

間中に転換請求のなかったＢ種類株式の数の20倍を超える場合には、Ｂ種転換請求期間中に転換請求のなか

ったＢ種類株式の数の20倍に相当する数とみなす。 

(8)株式の併合又は分割、新株引受権等 

①当社は、Ｂ種類株式について株式の併合又は分割は行わない。 

②当社は、Ｂ種類株主には新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

(9)期中転換又は一斉転換があった場合の取扱い 

 Ｂ種類株式の転換請求又は一斉転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金の計算について

は、転換の請求又は一斉転換が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年の3月31日

までになされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなす。 

(10)優先順位 

①Ａ種優先配当金及びＢ種優先配当金の支払順位は同順位とする。 

②Ａ種優先残余財産分配金及びＢ種優先残余財産分配金の支払順位は同順位とする。 



６.Ｃ種類株式の内容 

(1)利益配当 

当社はＣ種類株主及びＣ種類登録質権者に対して利益配当及び中間配当を支払わない。 

(2)残余財産の分配 

①当社は、Ａ種優先残余財産分配金及びＢ種優先残余財産分配金の分配後、残余する財産があるときは、普通

株主及び普通登録質権者に対し、普通株式1株につき500円(Ｃ種類株式発行後、普通株式につき株式分割又は

併合があった場合は適切に調整される。)を分配する。 

②当社は、前号に基づく残余財産の分配後、残余する財産があるときは、普通株主及び普通登録質権者並びに

Ｃ種類株主及びＣ種類登録質権者に対し、同順位かつ平等の割合にて残余財産の分配を行う。 

(3)議決権 

Ｃ種類株主は株主総会において議決権を有する。 

(4)消却 

 当社は、いつでも商法第211条の3第3項に規定する額の範囲内で、普通株式、Ａ種類株式、Ｂ種類株式及びＣ

種類株式のうち、いずれか一又は複数の種類の株式の一部又は全部を買受け又は消却することができる。な

お、この場合において、買受けの対象となった種類の株式以外の株式の株主は、当社に対して自己の保有する

買受けの対象となった種類の株式以外の株式の買受けを求めることはできない。 

(5)転換予約権 

転換条件及び転換請求期間 

イ.Ｃ種類株主は、2006年10月1日以降いつでもＣ種類株式1株につき普通株式1株の割合(以下「転換比率」とい

う。)で普通株式への転換を請求することができる。 

ロ. 合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減少又はその他当社の発行済普通株式数が変更する事由が

生じる場合、転換比率は取締役会が適切と判断する比率に変更される。 

ハ. Ｃ種類株式の転換により発行すべき普通株式の数は、次のとおりとする。発行すべき普通株式数の算出に

当たって1株に満たない端数が生じたときは商法第220条に定める端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。 

(6)株式の併合又は分割、新株引受権等 

①当社は、株式の併合又は分割を行うときは、普通株式及びＣ種類株式ごとに、同時に同一の比率でこれを行

う。 

②当社は、株主に新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権(以下「新株引受権等」とい

う。)を与えるときは、普通株主には普通株式の新株引受権等を、Ｃ種類株主にはＣ種類株式の新株引受権等

を、それぞれ同時に同一の割合で与えるものとする。 

(7)期中転換があった場合の取扱い 

 Ｃ種類株式の転換請求により発行された普通株式に対する最初の利益配当金の計算については、転換請求が4

月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年の3月31日までになされたときは10月1日

に、それぞれ転換があったものとみなす。 

転換により発行  Ｃ種類株主が転換請求のために   

すべき普通株式数 ＝ 提出したＣ種類株式数 × 転換比率 



(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項なし 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(注）発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、第三者割当によるＣ種類株式の発行によるものである。 

  株式の種類           後配株式Ｃ種類株式 

割当先の名称          株式会社カネボウ化粧品 

１株の発行価格         ３２０円 

１株の資本組入額        １６０円 

(4）【大株主の状況】 

(注） 上記の「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」については、小数第三位以下を切り捨てて表示している。

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（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7月29日  

（注） 
62,500,000 226,415,057 10,000 35,099 10,000 34,999 

① 普通株式  
 

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(％)   

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 2,494 4.86 

エムエルアイイーエフジートリーティ

カストディーアカウント（常任代理人 

メリルリンチ日本証券株式会社） 

20 FARRINGDON ROAD LONDON ECIM 3NH 

P.O.BOX 293 

 (東京都中央区日本橋１丁目４－１) 

2,491 4.85 

シティグループ・プリンシパル・イン

ベストメンツ・ジャパン・リミテッド 
東京都港区赤坂５丁目２－２０ 1,980 3.86 

バンクオブニューヨークジーシーエム

クライアントアカウンツイーアイエス

ジー（常任代理人 株式会社東京三菱

銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 

 (東京都千代田区丸の内２丁目７－１) 

1,446 2.82 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５－１ 1,000 1.94 

エイチエスビーシープライベートバン

クスイスエスエーナッソーブランチク

ライアントプレッジドストックアカウ

ント（常任代理人 香港上海銀行東京

支店） 

C/O HSBC INVESTMENT BANK ASIA LIMITED 

LEVEL 14, 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL 

HONG KONG 

 (東京都中央区日本橋３丁目１１－１) 

1,000 1.94 

シティバンクホンコンピービージーク

ライアントホンコン（常任代理人 シ

ティバンク・エヌ・エイ東京支店） 

45/F CITIBANK TOWER CITIBANK PLAZA, 3, 

GARDEN ROAD, CENTRAL HONG KONG 

 (東京都品川区東品川２丁目３－１４) 

944 1.84 

ドイチェバンクアーゲーロンドン６１

０（常任代理人 ドイツ証券会社東京

支店） 

WINCHESTER HOUSE 1 GREAT WINCHESTER 

STREET LONDON EC2N 2DB, UK 

 (東京都千代田区永田町２丁目１１－１) 

706 1.37 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 573 1.11 

ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４－３ 459 0.89 

計 － 13,096 25.53 



  

 ② 優先株式Ａ種類株式    
 

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
（％） 

 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 30,000 100.0 

計 － 30,000 100.0 

 ③ 優先株式Ｂ種類株式  
 

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
（％） 

 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 30,000 100.0 

計 － 30,000 100.0 

 ④ 後配株式Ｃ種類株式  
 

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
（％） 

 株式会社カネボウ化粧品  東京都港区虎ノ門５丁目１１－２ 62,500 54.3 

 株式会社産業再生機構  東京都千代田区丸の内３丁目３－１ 52,631 45.7 

計 － 115,131 100.0 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 (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が1,209,800株(議決権12,098個）含まれ

     ている。      

      ２．「１ 株式等の状況」の「(１)株式の総数等」の「②発行済株式数」の注記参照。 

      ３． 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式である。 

    ４．「単元未満株式」の欄の株式数には、当社所有の自己株式88株及び証券保管振替機構名義の株式68株が含ま  

      れる。  

  

②【自己株式等】 

 (注) １． この他、株主名義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は1,100株（議決権11個） 

       である。なお、当該株式は①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の「株式数」の中に含まれ 

       ている。 

      ２． 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」については、普通株式に係る発行済株式総数を分母として  

       計算している。 

  

 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 
 優先株式 

           60,000,000 
－ (注)2 

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 

              286,800 

－ (注)3 

完全議決権株式（その他） 

 普通株式 

           49,965,700  

後配株式 

115,131,500 

499,657 

  

        1,151,315  

(注)3 

  

(注)2 

単元未満株式 
普通株式 

1,031,057 
－ 

１単元(100株)未満の 

株式 

 (注)3,4 

発行済株式総数 226,415,057  － － 

総株主の議決権 － 1,650,972 － 

 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（％） 

(自己保有株式) 

カ ネ ボ ウ㈱ 

東京都港区海岸 

3－20－20 
286,800 － 286,800 0.55 

計 － 286,800 － 286,800 0.55 



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）東京証券取引所市場第一部における株価である。 

   ※ 平成17年6月13日付で上場廃止となった。 

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の役員の異動は次のとおりである。 

(1)取締役の状況 

 ①退任取締役 

  

(2)執行役の状況 

 ①新任執行役 

    該当事項なし 

  

 ②役職の異動 

    該当事項なし 

月別 平成17年4月 5月 6月 7月 8月 9月 

最高(円) 1,510 730  ※   400 － － － 

最低(円) 653 280   ※   277 － － － 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役   － 下河邉 和彦  平成17年10月3日  



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。 

(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。 

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）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の中間財務諸表並び

に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監査法人トーマツ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 ※２  51,774   23,907   9,074  

２．受取手形 
及び売掛金 

※２  44,031   24,573   39,508  

３．たな卸資産 ※２  40,937   12,496   25,501  

４．前払費用   1,081   610   833  

５．繰延税金資産   36   －   22  

６．短期貸付金   7,297   583   2,905  

７．未収入金   8,936   1,941   4,628  

８．その他 ※２  2,851   918   1,478  

９．貸倒引当金   △6,414   △1,817   △3,918  

流動資産合計   150,531 51.0  63,213 46.6  80,033 41.0 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物及び構築物 ※２ 25,286   11,631   22,256   

２．機械装置及び 
運搬具 

※２ 8,874   2,325   7,125   

３．器具及び備品 ※２ 1,869   1,717   2,005   

４．土地 ※２ 76,005   30,684   54,767   

５．建設仮勘定 ※２ 405 112,440  215 46,573  185 86,340  

(2）無形固定資産 ※２ 1,493 1,493  921 921  1,261 1,261  

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券 ※２ 19,526   19,154   18,344   

２．長期貸付金  6,123   169   468   

３．長期前払費用  440   224   381   

４．繰延税金資産  3,330   1,058   1,958   

５．その他 ※２ 13,968   10,956   13,108   

６．貸倒引当金  △12,867 30,522  △6,496 25,066  △6,564 27,697  

固定資産合計   144,456 49.0  72,561 53.4  115,298 59.0 

Ⅲ 繰延資産   3 0.0  － －  － － 

資産合計   294,990 100.0  135,774 100.0  195,332 100.0 

 



  
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   42,716   24,347   36,100  

２．短期借入金 ※２  45,373   1,034   226  

３．未払金   3,713   1,999   1,767  

４．未払法人税等   1,488   227   1,298  

５．未払消費税等   20,049   －   19,972  

６．未払費用   13,853   7,318   11,268  

７．賞与引当金   1,478   877   1,316  

８．返品調整引当金   1,149   1,042   1,141  
９．構造改善費用 
  引当金   37,144   21,647   42,353  

 10．繰延税金負債   13   39   73  

 11．その他   5,385   4,618   5,596  

流動負債合計   172,367 58.5  63,152 46.5  121,115 62.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２  52,723   42,891   51,736  

２．退職給付引当金   11,654   5,011   7,878  

３．土地再評価に係る
繰延税金負債   680   558   556  

４．繰延税金負債   230   229   193  

５．その他 ※２  9,661   3,709   9,351  

固定負債合計   74,950 25.4  52,401 38.6  69,715 35.7 

負債合計   247,318 83.9  115,553 85.1  190,830 97.7 

（少数株主持分）           

少数株主持分   127 0.0  － －  55 0.0 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   31,341 10.6  35,099 25.8  25,099 12.9 

Ⅱ 新株式払込金   49,999 16.9  － －  － － 

Ⅲ 資本剰余金   16,319 5.5  34,999 25.8  24,999 12.8 

Ⅳ 利益剰余金   △34,482 △11.7  △50,092 △36.9  △29,857 △15.3 

Ⅴ 土地再評価差額金    993 0.3  813 0.6  811 0.4 

Ⅵ その他有価証券評価
差額金   293 0.1  210 0.1  163 0.1 

Ⅶ 為替換算調整勘定   △16,670 △5.6  △472 △0.3  △16,459 △8.4 

Ⅷ 自己株式   △250 △0.0  △336 △0.2  △311 △0.2 

資本合計   47,544 16.1  20,221 14.9  4,446 2.3 

負債、少数株主持分 
及び資本合計   294,990 100.0  135,774 100.0  195,332 100.0 

           



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   152,180 100.0  85,930 100.0  268,504 100.0 

Ⅱ 売上原価   93,798 61.6  54,435 63.3  173,363 64.6 

売上総利益   58,381 38.4  31,494 36.7  95,141 35.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  56,872 37.4  30,851 36.0  93,516 34.8 

営業利益   1,509 1.0  643 0.7  1,624 0.6 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  304   152   620   

２．受取配当金  157   52   181   

３．為替差益  －   944   192   

４．その他  1,271 1,733 1.1 289 1,439 1.7 1,929 2,923 1.1 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  7,386   834   8,822   

２．持分法による投資損失  154   17   16   

３．退職給付引当金会計基準
変更時差異費用処理額  641   406   1,171   

４．為替差損  88   －   －   

５．その他  2,456 10,727 7.0 1,905 3,164 3.7 4,093 14,103 5.3 

経常損失   7,484 △4.9  1,081 △1.3  9,555 △3.6 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ －   2,166   3,528   

２．投資有価証券売却益  2,968   －   3,520   

３．営業譲渡益 ※３ 358,408   1,243   354,211   

４．債務免除益 ※４ 99,500   －   98,002   

５．移転補償金  －   －   128   

６．貸倒引当金戻入益  －   160   －   

７．構造改善費用引当金戻
入益  －   11,777   －   

８．その他 ※５ － 460,877 302.8 520 15,868 18.5 － 459,390 171.1

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産処分損 ※６ 689   1,531   1,474   

２．減損損失 ※７ 8,899   9,015   15,255   

３．投資有価証券売却損  127   －   128   

４．投資有価証券評価損  51   －   82   

５．関係会社株式等売却損  －   2,304   2,288   

６．出資金売却損  －   －   173   

７．出資金評価損  －   375   －   

８．たな卸資産処分損  384   －   2,271   

９．たな卸資産評価損  －   －   334   

10．貸倒引当金繰入額  1,060   1,489   2,045   

11．特別退職金  －   117   361   

12．構造改善費用 ※８ 2,248 13,462 8.8 19,557 34,391 40.0 26,771 51,189 19.0 

           
税金等調整前中間（当
期）純利益又は税金等
調整前中間純損失(△) 

  439,930 289.1  △19,603 △22.8  398,646 148.5 

法人税、住民税及び 
事業税  334   146   829   

過年度法人税等  －   △192   －   

法人税等調整額  81,563 81,897 53.8 341 295 0.3 82,751 83,580 31.2 

少数株主損失   79 0.0  － －  － － 

少数株主利益   － －  0 0.0  99 0.0 

中間（当期）純利益
又は中間純損失(△)   358,112 235.3  △19,899 △23.1  314,965 117.3 

           



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   16,319  24,999  16,319 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１．増資による新株の発行  － － 10,000 10,000 24,999 24,999

Ⅲ 資本剰余金減少高        

１．欠損填補のための取崩額  － － － － 16,319 16,319

Ⅳ 資本剰余金中間期末 
（期末）残高   16,319  34,999  24,999 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △409,266  △29,857  △409,266 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  358,112  －  314,965  

２．減資等による欠損填補  －  －  47,561  

３．連結子会社増加に伴う増
加高  －  －  29  

４．再評価準備金取崩に伴う
増加高  18,191  －  18,191  

５．土地再評価差額金取崩に
伴う増加高  － 376,303 － － 181 380,929 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．中間純損失  －  19,899  －  

２．連結子会社増加に伴う 
減少高  290  －  290  

３．連結子会社減少に伴う 
減少高  1,201  －  1,201  

４．持分法適用会社減少に伴う
減少高  26  334  26  

５．土地再評価差額金取崩に伴
う減少高  －  1  －  

６．自己株式処分差損  1 1,520 0 20,235 1 1,520 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
（期末）残高   △34,482  △50,092  △29,857 

        



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（△は純損失）  439,930 △19,603 398,646 

減価償却費  4,057 1,436 7,326 

減損損失  8,899 9,015 15,255 

貸倒引当金の増加額  1,633 318 959 

賞与引当金の増加額  739 111 524 

退職給付引当金の増加額 
（△は減少額）  1,687 △2,838 3,309 

その他引当金の増加額 
（△は減少額）  △2,492 3,536 8,789 

受取利息及び配当金  △462 △205 △801 

支払利息  7,386 834 8,822 

為替差損（△は利益）  203 △842 △163 

持分法による投資損失  154 17 16 

投資有価証券売却損  127 － 128 

投資有価証券売却益  △2,968 － △3,520 

投資有価証券評価損  51 － 82 

関係会社株式等売却損  － 2,304 2,288 

出資金売却損  － － 173 

出資金評価損  － 375 － 

固定資産売却益  － △2,166 △3,528 

固定資産処分損  689 1,531 1,474 

構造改善費用  216 9 380 

営業譲渡益  △358,408 △1,243 △354,211 

債務免除益  △99,500 － △98,002 

売上債権の減少額 
（△は増加額）  △1,600 9,823 2,671 

たな卸資産の減少額  2,391 2,718 9,864 

その他営業資産の増加額  △362 △231 △155 

仕入債務の減少額  △13,071 △5,960 △17,774 

その他営業負債の減少額  △323 △3,867 △3,932 

未払消費税等の増加額 
（△は減少額）  19,664 △19,494 19,587 

その他  △2,292 △4,694 △2,833 

小計  6,351 △29,113 △4,619 

     

利息及び配当金の受取額  388 241 795 

利息の支払額  △6,996 △972 △8,235 

法人税等の支払額  △994 △206 △1,468 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  △1,251 △30,051 △13,528 

 



  

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） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △2,065 － △6,537 

定期預金の払戻による収入  3,477 1,292 8,601 

固定資産取得による支出  △2,353 △1,283 △3,944 

固定資産売却に係る収入  844 16,400 13,650 

投資有価証券の取得による支出  △14,025 △315 △14,327 

投資有価証券の売却による収入  6,397 412 8,153 

連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式等の売却による収入  － 10,975 274 

貸付による支出  △249 △12 △1,941 

貸付金の回収による収入  216 292 2,970 

その他の投資に係る支出  △843 △533 △1,357 

その他の投資の回収による収入  403 262 1,080 

営業譲渡による収入  380,000 6,843 384,925 

営業譲渡に伴う支出  △5,066 － △9,061 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  366,737 34,333 382,487 

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  △340,350 804 △369,729 

長期借入金の借入による収入  100 － 8,592 

長期借入金の返済による支出  △34,715 △8,844 △59,138 

株式の発行による収入  39,999 20,000 39,999 

自己株式の売却収入  5 0 13 

自己株式の取得支出  △95 △25 △164 

その他  － △95 △167 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  △335,055 11,839 △380,593 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額  △7 140 5 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   30,422 16,261 △11,628 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  19,518 7,456 19,518 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金
同等物の期首残高  593 － 595 

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同
等物の減少額  △1,028 － △1,028 

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高  49,506 23,718 7,456 

     



（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53社 

 主要な連結子会社はカネボウホ

ームプロダクツ販売㈱、カネボウ

薬品㈱、カネボウフーズ㈱、カネ

ボウ・サン ディジェーム㈱、カ

ネボウ繊維㈱、カネボウ合繊㈱、

カネボウブラジルS.A.、ベルファ

イナンス㈱、カネボウ不動産㈱、

カネボウ興産㈱である。 

(1）連結子会社の数20社 

 主要な連結子会社はカネボウホ

ームプロダクツ販売㈱、カネボウ

薬品㈱、カネボウフーズ㈱、カネ

ボウ・サン ディジェーム㈱、カ

ネボウ合繊㈱、カネボウ不動産

㈱、カネボウ興産㈱である。 

(1）連結子会社の数30社 

 主要な連結子会社は「第１企業

の概況 ４．関係会社の状況」に

記載しているため、省略した。 

 （連結子会社の異動） 

① 重要性に鑑み、非連結子会社

を連結子会社としたことによる増

加１社 

 ㈱エルビー（埼玉） 

②営業譲渡に伴う減少11社 

カネボウブティック㈱ 

カネボウ化粧品百貨店販売㈱ 

カネボウコスメット㈱ 

㈱エキップ 

㈱リサージ 

カネボウコスミリオン㈱ 

カネボウコスメティックス 

ヨーロッパ LTD． 

カネボウコスメティックス 

ドイッチュランドGmbH 

カネボウコスメティックス 

U.K.LTD 

カネボウコスメティックス 

フランスS.A.R.L. 

カネボウコスメティックス 

イタリ-S.p.A. 

（連結子会社の異動） 

①会社を清算したことによる減少

2社 

 カネボウベルタッチ㈱ 

 カネボウ化成㈱ 

②株式を売却したことによる減少

7社 

㈱ショップエンドショップス 

㈱エルビー（埼玉） 

㈱エルビー（名古屋） 

カネボウレインボーハット㈱ 

カネボウ繊維㈱ 

カネボウビジョンシステム㈱ 

カネボウブラジルS.A. 

③営業譲渡に伴う減少1社 

ＫＢインテックス㈱ 

 （連結子会社の異動） 

 ①重要性に鑑み、非連結子会社

を連結子会社としたことによる増

加２社 

㈱エルビー（埼玉） 

ＫＢインテックス㈱ 

②会社を清算したことによる減少

22社 

カネボウ化粧品北海道販売㈱他

地区販社８社 

カネボウセモア㈱ 

カネボウ久慈㈱ 

ベルテキスタイル㈱ 

㈱ベルテックス 

カネボウ・モード クリエイテ

ィブ㈱ 

カネボウフーズ北海道販売㈱他

地区販社５社 

カネボウ防府食品㈱ 

ベルファイナンス㈱ 

 ③営業譲渡及び株式を売却した

ことによる減少13社 

カネボウ化粧品百貨店販売㈱ 

カネボウコスメット㈱ 

㈱エキップ 

㈱リサージ 

カネボウコスミリオン㈱ 

カネボウコスメティックスヨー

ロッパLTD. 

カネボウコスメティックスドイ

ッチュランドGmbH 

カネボウコスメティックス

U.K.LTD. 

カネボウコスメティックスフラ

ンスS.A.R.L 

カネボウコスメティックスイタ

リーS.p.A. 

カネボウブティック㈱ 

Ｐ．Ｔ．カネボウインドネシア

テキスタイルミルズ 

中山華鐘毛紡有限公司 

    
 (2）主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社は、コリス

㈱である。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同    左 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社は、コリス

㈱である。 

 



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） 

 (3）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連結の範

囲から除外した。 

(3）     同    左 (3）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

ぼしていないため連結の範囲から

除外した。 

    

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

５社 

 主要な会社はカネボウ防府殖産

㈱である。 

 （持分法適用非連結子会社の異

動） 

 営業譲渡に伴う減少１社 

カネボウコスメティックスオブハ

ワイ INC． 

(1）持分法適用の非連結子会社数

１社 

 カネボウ防府殖産㈱である。 

  

 （持分法適用非連結子会社の異

動） 

 清算に伴う減少３社 

カミンPTY.LTD. 

ラクランインダストリーズPTY．

LTD 

カネボウU.S.A.INC． 

(1）持分法適用の非連結子会社数

４社 

 主要な会社はカネボウ防府殖産

㈱である。 

 （持分法適用非連結子会社の異

動） 

 営業譲渡に伴う減少１社 

カネボウコスメティックスオブハ

ワイ INC． 

 会社を清算したことによる減少

１社 

ジャパンデザインサービス㈱ 

 (2）持分法適用の関連会社数２社 

 カネボウ石鹸製造㈱、㈱ブレイ

ニーワークスである。 

(2）持分法適用の関連会社数１社 

 カネボウ石鹸製造㈱である。 

  

 （持分法適用関連会社の異動） 

 株式譲渡に伴う減少１社 

㈱ブレイニーワークス 

(2）持分法適用の関連会社数２社 

 カネボウ石鹸製造㈱、㈱ブレイ

ニーワークスである。 

 (3）持分法非適用会社について持

分法適用の範囲から除いた理由 

 持分法を適用していない非連結

子会社（コリス㈱ほか）及び関連

会社（鯖江合繊㈱ほか）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た

め、持分法の適用範囲から除外し

た。 

(3）持分法非適用会社について持

分法適用の範囲から除いた理由 

 持分法を適用していない非連結

子会社（コリス㈱ほか）及び関連

会社（鯖江合繊㈱ほか）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た

め、持分法の適用範囲から除外し

た。 

(3）持分法非適用会社について持

分法適用の範囲から除いた理由 

 持分法を適用していない非連結

子会社（コリス㈱他）及び関連会

社（鯖江合繊㈱他）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ため、持分

法の適用範囲から除外した。 

 (4）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異なる

会社については、各社の中間会計

期間に係る中間財務諸表を使用し

ている。 

(4）     同    左 (4）持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社につ

いては、各社の最近の事業年度に

係る財務諸表を使用している。 

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、㈱アンドモ

ア（中間決算日は6月30日）は9月

30日をもって中間決算に準ずる仮

決算を行っている。 

 連結子会社のうち、カネボウブ

ラジルS.A.、P.T.カネボウインド

ネシアテキスタイルミルズ、カネ

ボウマレーシアスピニングミルズ

SDN.BHD.及び中山華鐘毛紡有限公

司の中間決算日は6月30日であ

り、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、中間連結決算日まで

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っている。 

 連結子会社のうち、㈱アンドモ

ア（中間決算日は6月30日）は9月

30日をもって中間決算に準ずる仮

決算を行っている。 

 連結子会社のうち、カネボウマ

レーシアスピニングミルズSDN.BH

D.の中間決算日は6月30日であ

り、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、中間連結決算日まで

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っている。 

 連結子会社のうち、㈱アンドモ

ア（決算日は12月31日）は3月31

日をもって正規の決算に準ずる仮

決算を行っている。 

 連結子会社のうち、カネボウブ

ラジルS.A.及びカネボウマレーシ

アスピニングミルズSDN.BHD.の決

算日は12月31日であり、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

までに生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってい

る。 

 



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） 

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… 

① 満期保有目的債券 

償却原価法 

（定額法） 

② 子会社株式及び関連会社株式 

（持分法適用会社を除く） 

総平均法による原価法 

③ その他有価証券 

Ａ．時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価は

主として総平均法により算定して

いる） 

Ｂ．時価のないもの 

主として総平均法による原価法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

有価証券… 

同    左 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

有価証券… 

① 満期保有目的債券 

償却原価法 

（定額法） 

② 子会社株式及び関連会社株式 

（持分法適用会社を除く） 

総平均法による原価法 

③ その他有価証券 

Ａ．時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は主として

総平均法により算定している） 

Ｂ．時価のないもの 

主として総平均法による原価法 

 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 

 たな卸資産… 

主として総平均法による原価法 

たな卸資産…

同    左 

たな卸資産… 

同    左 

    
 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産… 

 主として定率法によっている

が、繊維事業(ファッション部門

を除く)、及び食品事業について

は定額法によっている。但し平成

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

は定額法を採用している。 

 また、在外連結子会社について

は主として定額法によっている。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りである。 

建物及び構築物 3～50年

機械装置及び運搬具 4～15年

器具及び備品 3～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産… 

 主として定率法を採用している

が、繊維事業（ファッション部門

を除く）、及び食品事業について

は定額法を採用している。但し平

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

ては定額法を採用している。ま

た、在外連結子会社については主

として定額法を採用している。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りである。 

建物及び構築物 3～50年

機械装置及び運搬具 4～15年

器具及び備品 3～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産… 

同    左 

 無形固定資産… 

 定額法を採用している。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）に基づく定額法を採用し

ている。 

無形固定資産…

同    左 

無形固定資産… 

同    左 

    
 (3）繰延資産の処理方法 

新株発行費… 

 商法の規定に基づく最長期間

に、毎期均等額を償却している。 

(3）繰延資産の処理方法 

新株発行費… 

 当社は支出時に全額費用として

処理する方法を採用している。 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費… 

 当社は支出時に全額費用として

処理する方法を採用しているが、

一部の連結子会社は商法の規定に

基づく最長期間に毎期均等額を償

却している。 

 



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） 

 (4）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金… 

 債権の貸倒損失に備えるため、

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勘

案し、回収不能見込額を計上して

いる。 

(4）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金… 

同    左 

(4）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金… 

同    左 

 
賞与引当金… 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当中間連結会計期間の負担

額を計上している。 

賞与引当金… 

同    左 

賞与引当金… 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額に基づき当連結会計期間負担

額を計上している。 

 
返品調整引当金… 

 返品調整引当金は当中間連結会

計期間末日後の返品損失に備える

ため、当中間連結会計期間の売上

高（一部の事業部・連結子会社に

ついては当中間連結会計期間末の

売上債権）に対して返品率を乗じ

るとともに再販実績等を勘案し、

今後発生が見込まれる損失額を計

上している。なお、従来は連結財

務諸表提出会社であるカネボウ㈱

におけるファッション事業及び連

結子会社については、原則とし

て、当中間連結会計期間末日後の

返品損失に備えるため、当中間連

結会計期間末の売上債権に対し、

実績による返品率及び売買利益率

を乗じた額を計上していたが、当

中間連結会計期間において提出会

社と販売子会社との間で返品在庫

の負担条件の見直しを行い、かつ

返品在庫の評価方法も再販実績に

合わせて大幅に見直したことを契

機として見積り方法を変更してい

る。この変更により、従来の方法

に比べ、売上原価は658百万円増

加し、同額だけ営業利益は減少、

経常損失は増加、税金等調整前中

間純利益は減少している。 

返品調整引当金… 

 当中間連結会計期間末日後の返

品損失に備えるため、当中間連結

会計期間の売上高（一部の事業

部・連結子会社については当中間

連結会計期間末の売上債権）に対

して返品率を乗じるとともに再販

実績等を勘案し、今後発生が見込

まれる損失額を計上している。 

返品調整引当金… 

 当連結会計年度末日後の返品損

失に備えるため、当連結会計年度

の売上高（一部の事業部・連結子

会社については当連結会計年度末

の売上債権）に対して返品率を乗

じるとともに再販実績等を勘案

し、今後発生が見込まれる損失額

を計上している。なお、従来は当

社のファッション事業及び連結子

会社については、原則として、当

連結会計年度末日後の返品損失に

備えるため、当連結会計年度末の

売上債権に対し、実績による返品

率及び売買利益率を乗じた額を計

上していたが、当連結会計年度に

おいて当社と販売子会社との間で

返品在庫の負担条件の見直しを行

い、かつ返品在庫の評価方法も再

販実績に合わせて大幅に見直した

ことを契機として見積方法を変更

している。この変更により、従来

の方法に比べ、売上原価は638百

万円増加し、同額だけ営業利益は

減少、経常損失は増加、税金等調

整前当期純利益は減少している。 

 



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） 

 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。なお、会計

基準変更時差異については15年に

よる按分額を費用処理している。 

 また、数理計算上の差異につい

ては発生時の従業員の平均残存勤

務期間（10～14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。 

 当社グループは、化粧品事業の

営業譲渡による従業員の転籍に伴

い、当該従業員見合いの会計基準

変更時差異(8,318百万円)及び数

理計算上の差異(4,857百万円)を

一括して費用処理している。な

お、当該費用処理額は営業譲渡益

に含めて表示している。 

退職給付引当金… 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、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。なお、会計

基準変更時差異については15年に

よる按分額を費用処理している。 

 また、数理計算上の差異につい

ては発生時の従業員の平均残存勤

務期間（10～14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。 

 当社グループは、繊維事業等の

営業譲渡及び事業再構築による従

業員の転籍・退職に伴い、当該従

業員見合いの会計基準変更時差異

(30百万円)及び数理計算上の差異

(1,111百万円)を一括して費用処

理している。なお、当該費用処理

額は構造改善費用に含めて表示し

ている。 

退職給付引当金… 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。なお、会

計基準変更時差異については15年

による按分額を費用処理してい

る。 

  

  また、数理計算上の差異につ

いては発生時の従業員の平均残存

勤務期間（10～14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。 

 当社グループは、化粧品事業等

の営業譲渡及び事業再構築による

従業員の転籍・退職に伴い、当該

従業員見合いの会計基準変更時差

異(11,173百万円)及び数理計算上

の差異(7,724百万円)を一括して

費用処理している。なお、当該費

用処理額は営業譲渡益及び構造改

善費用に含めて表示している。 

 
構造改善費用引当金… 

 事業の抜本的な構造改善に伴う

損失に備えるため、固定資産撤去

費用等の発生費用見積額を計上し

ている。 

構造改善費用引当金… 

 事業の抜本的な構造改善に伴う

損失に備えるため、今後見込まれ

る事業撤収等に係る費用の見積額

を計上している。 

構造改善費用引当金… 

 事業の抜本的な構造改善に伴う

損失に備えるため、固定資産撤去

費用等の発生費用見積額を計上し

ている。 

    
 (5）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 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

て処理している。なお、在外子会

社等の資産、負債、収益及び費用

は、当該会社の中間連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及び

資本の部における為替換算調整勘

定に含めている。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

同    左 

(5）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理してい

る。なお、在外子会社等の資産、

負債、収益及び費用は当該会社の

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、為替差額は少数持主持

分及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めている。 

    
 (6）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。 

(6）重要なリース取引の処理方法 

同    左 

(6）重要なリース取引の処理方法 

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） 

 (7）親会社と在外連結子会社の会

計処理基準の主要な差異 

 ブラジルの連結子会社（カネボ

ウブラジルS.A.）が当該国の会社

法に基づいて行った資産再評価に

よる準備金及びインドネシアの連

結子会社（P.T.カネボウインドネ

シアテキスタイルミルズ）が当該

国の財務省令に基づいて行った資

産再評価による準備金は、当中間

連結会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」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、減損損失を計上し

たことに伴い取崩している。 

(7）      ――――― (7）親会社と在外連結子会社の会

計処理基準の主要な差異 

 カネボウブラジルS.A.が当該国

の会社法に基づいて行った資産再

評価による準備金及びP.T.カネボ

ウインドネシアテキスタイルミル

ズが当該国の財務省令に基づいて

行った資産再評価による準備金

は、当連結会計年度から「固定資

産の減損に係る会計基準」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、減損損失

を計上したことに伴い取崩してい

る。 

    
 (8）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用してい

る。なお、為替予約、通貨スワッ

プ及び通貨オプションについては

振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を、金利スワップ取

引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を採用

している。 

(8）      ――――― (8）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用してい

る。ただし、為替予約、通貨スワ

ップ及び通貨オプションについて

は振当処理の要件を満たしている

場合は振当処理を、金利スワップ

取引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を採

用している。なお、当連結会計年

度末ではヘッジ会計を適用してい

る取引はない。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

Ａ． 

（ヘッジ手段） 

為替予約取引 

通貨スワップ 

通貨オプション 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

Ａ． 

（ヘッジ手段） 

為替予約取引 

通貨スワップ 

通貨オプション 

 （ヘッジ対象） 

外貨建債権債務に係る将来の為替

レートの変動リスク 

 （ヘッジ対象） 

外貨建債権債務に係る将来の為替

レートの変動リスク 

 

Ｂ． 

（ヘッジ手段） 

金利オプション取引（キャップ取

引・スワップ取引） 

 Ｂ． 

（ヘッジ手段） 

金利オプション取引（キャップ取

引・スワップ取引） 

 

（ヘッジ対象） 

借入に係る将来の金利の変動によ

るリスク 

 （ヘッジ対象） 

借入に係る将来の金利の変動によ

るリスク 

 

③ ヘッジ方針 

 全て実需取引の範囲で、すなわ

ち通貨関連取引は外貨建債権債務

の範囲内で、金利関連取引は借入

の範囲内で行っている。 

 ③ ヘッジ方針 

 全て実需取引の範囲で、すなわ

ち通貨関連取引は外貨建債権債務

の範囲内で、金利関連取引は借入

の範囲内で行っている。 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して有効性の判定を行ってい

る。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して有効性の判定を行ってい

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） 

 

(9）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっており、控

除対象外消費税及び地方消費税

は、当中間連結会計期間の費用と

して処理している。 

(9）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の処理 

同    左 

(9）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっており、控

除対象外消費税及び地方消費税

は、当期の費用として処理してい

る。 

    

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

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなる。 

同    左  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

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなる。 



会計処理の変更 

表示方法の変更 

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） 

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

（「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）が平成16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、当中間連結会計期間から

同会計基準及び同適用指針を適用

している。これにより、税金等調

整前中間純利益は、8,899百万円減

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。 

─────  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）

が平成16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。これにより、税金等調整前当

期純利益は、15,255百万円減少し

ている。セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載してい

る。なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控

除している。 

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） 

 前中間連結会計期間において「未払金」に含めていた「未払消費税

等」は、負債、少数株主持分及び資本合計の100分の5以上になったた

め、当中間連結会計期間から区分掲記することとした。なお、前中間

連結会計期間末の「未払消費税等」の金額は205百万円である。 

（中間連結貸借対照表関係） 

 従来、流動負債に区分掲記していた「未払消費税等」については、

金額的重要性がなくなったため、流動負債の「未払金」に含めて表示

している。なお、当中間連結会計期間における当該金額は485百万円

である。 

（中間連結損益計算書関係） 

 従来、営業外収益に区分掲記していた「技術指導料収入」について

は、金額的重要性がなくなったため、営業外収益の「その他」に含め

て表示している。なお、当中間連結会計期間における当該金額は44百

万円である。 

 

（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において「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額」は、金額的

重要性が増加したため、当中間連結会計期間から区分掲記することと

した。なお、前中間連結会計期間末の「未払消費税等の増減額」の金

額は△2,304百万円である。 

 



追加情報 

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） 

 従来、ファッション事業は繊維事業に含め

ていたが、平成16年5月31日に発表した「事

業再生計画」において第一分類(事業性があ

り、今後コアビジネスになる可能性の高い事

業)と位置付けたため、当中間連結会計期間

より区分表示することに変更した。 

─────  従来、ファッション事業は繊維事業に含め

ていたが、平成16年5月31日に発表した「事業

再生計画」において第一分類(事業性があり、

今後コアビジネスになる可能性の高い事業)と

位置付けたため、当連結会計年度より区分表

示することに変更した。 



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は、

186,609百万円である。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

78,573百万円である。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

101,857百万円である。 

   

※２．担保資産及び担保付債務 

財団抵当に供している資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

財団抵当に供している資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

財団抵当に供している資産 

 (百万円)

建物及び構築物 7,031

機械装置及び運搬具 5,408

器具及び備品 230

土地 40,427

建設仮勘定 221

計 53,319

 (百万円)

建物及び構築物 3,684

機械装置及び運搬具 1,411

器具及び備品 128

土地 15,287

計 20,510

 (百万円)

建物及び構築物 6,678

機械装置及び運搬具 5,335

器具及び備品 213

土地 25,497

計 37,725

その他の担保に供している資産 その他の担保に供している資産 その他の担保に供している資産 

 (百万円)

預金 786

受取手形 201

たな卸資産 258

建物及び構築物 16,461

機械装置及び運搬具 228

器具及び備品 15

土地 33,837

投資有価証券 15,188

その他の投資 1,173

計 68,151

 (百万円)

預金 120

建物及び構築物 6,337

機械装置及び運搬具 3

器具及び備品 1

土地 15,445

投資有価証券 15,242

投資その他の資産その他 866

計 38,019

 (百万円)

定期預金 98

受取手形 72

たな卸資産 968

建物及び構築物 14,002

機械装置及び運搬具 4

器具及び備品 11

土地 26,098

借地権 49

投資有価証券 14,054

投資その他の資産その他 1,172

計 56,532

担保付債務は次のとおりである。 担保付債務は次のとおりである。 担保付債務は次のとおりである。 

 (百万円) 

短期借入金 43,167 

（１年内返済の長期借入金を含む。） 

長期借入金 51,268 

その他の固定負債 5,546 

計 99,982 

 (百万円) 

短期借入金 1,000 

（１年内返済の長期借入金を含む。）

長期借入金 41,696 

その他の固定負債 1,600 

計 44,296 

 なお、下記資産は宅地建物取引業法に

基づく営業保証金として供託している。 

 (百万円)

長期借入金 50,540 

その他の固定負債 5,393 

計 55,933 

 (百万円)

有価証券 4 

 



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） 

 ３．保証債務 

 連結会社以外の借入金等に対する保証

である。 

 ３．保証債務 

 連結会社以外の借入金等に対する保証で

ある。 

 ３．保証債務 

 連結会社以外の借入金等に対する保証で

ある。 

 (1）関係会社         (百万円)  (1）          ―――――  (1）関係会社         (百万円) 

P.T.カネボウトーメンサン

ダンシンセティックミルズ 
767

越前ポリマー㈱ 305

ベルエイシー㈱ 30

計 1,102

 越前ポリマー㈱ 275

計 275

 (2）関係会社以外       (百万円)  (2）関係会社以外       (百万円)  (2）関係会社以外       (百万円) 

ブラジル中央銀行 276

紀伊産業㈱ 100

計 376

ブラジル中央銀行 279

計 279

ブラジル中央銀行 270

計 270

   

 ４．受取手形割引高及び裏書譲渡高  ４．受取手形割引高及び裏書譲渡高  ４．受取手形割引高及び裏書譲渡高 

 (百万円)

受取手形割引高 7,652

受取手形裏書譲渡高 62

 (百万円)

受取手形割引高 2,425

受取手形裏書譲渡高 80

 (百万円)

受取手形割引高 5,933

   

 ５．弁済基本合意書に係る偶発債務  ５      ─────  ５      ───── 

 平成16年8月25日付で、金融機関等及

び㈱産業再生機構との間で弁済基本合

意書を締結し、平成17年2月末までに、

債権放棄額調整対象事業につき、当該

事業の売却、当該事業の存続決定に伴

う継続企業価値への評価変更、担保不

動産の売却、担保有価証券の売却等が

実施され、売却代金の全額が平成17年3

月15日までに支払われた場合であり、

かつ金融機関につき本合意書に規定す

る条件を充足する場合は、㈱産業再生

機構が算出した計算式に従い債権放棄

額の調整が行われる。 

  

 ６．再評価準備金 

 ブラジルの連結子会社（カネボウブ

ラジルS.A.）が当該国の会社法に基づ

いて行った資産再評価による準備金及

びインドネシアの連結子会社（P.T.カ

ネボウインドネシアテキスタイルミル

ズ）が当該国の財務省令に基づいて行

った資産再評価による準備金は、当中

間連結会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準」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、減損損失を計上したことに伴い取

崩している。 

 ６      ─────  ６．再評価準備金 

 カネボウブラジルS.A.が当該国の会

社法に基づいて行った資産再評価によ

る準備金及びP.T.カネボウインドネシ

アテキスタイルミルズが当該国の財務

省令に基づいて行った資産再評価によ

る準備金は、当連結会計年度から「固

定資産の減損に係る会計基準」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、減損損失を計上し

たことに伴い取崩している。 



（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のうち、主要な

ものは次のとおりである。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

ものは次のとおりである。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

ものは次のとおりである。 

 (百万円)

販売手数料 3,517

販売助成費・促進費 13,290

物流費 7,152

広告宣伝費 3,974

賞与引当金繰入額 1,058

給料 9,097

貸倒引当金繰入額 492

退職給付費用 1,494

 (百万円)

販売手数料 1,229

販売助成費・促進費 7,684

物流費 3,737

広告宣伝費 2,819

賞与引当金繰入額 144

給料 4,912

貸倒引当金繰入額 138

退職給付費用 783

 (百万円)

販売手数料 5,668

販売助成費・促進費 19,449

物流費 12,913

広告宣伝費 6,478

賞与引当金繰入額 1,234

給料 15,468

貸倒引当金繰入額 659

退職給付費用 2,535

   

※２      ───── ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。 

 (百万円)

建物及び構築物 1,127

機械装置及び運搬具 184

土地 555

無形固定資産 298

計 2,166

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。 

 (百万円)

建物及び構築物 831

機械装置及び運搬具 244

器具及び備品 2

土地 2,450

計 3,528

   

※３．営業譲渡益 

 化粧品事業の営業譲渡については、譲渡価

額は確定しているが、営業譲渡契約の補完契

約等に基づき、譲渡資産の追加等の調整が行

われる可能性がある。 

※３．営業譲渡益の内訳は次のとおりであ

る。 

 (百万円)

物流事業 1,243

※３．営業譲渡益の内訳は次のとおりであ

る。 

 (百万円)

化粧品関連事業 362,788

食品関連事業 174

合繊関連事業 △4,394

天然繊維関連事業 △2,573

新素材関連事業 △1,629

ファッション関連事業  △153

計 354,211

   

※４．債務免除益 

 当社グループは、平成16年5月31日に発表

した「事業再生計画」の一貫として、平成16

年8月25日付で、株式会社三井住友銀行他62

金融機関から当社の債務の一部免除を含む金

融支援に関する弁済基本合意書を締結し、同

合意書に基づき平成16年9月28日付にて債務

免除を受けた。 

※４      ───── ※４．債務免除益 

 当社グループは、平成16年5月31日に発表

した「事業再生計画」の一環として、平成16

年8月25日付で、株式会社三井住友銀行他62

金融機関から当社の債務の一部免除を含む金

融支援に関する弁済基本合意書を締結し、同

合意書に基づき平成16年9月28日付にて債務

免除を受けた。 

 なお、同合意書に規定する債権放棄額の調

整（平成17年2月末までに、債権放棄額調整

対象事業につき、当該事業の売却、当該事業

の存続決定に伴う継続企業価値への評価変

更、担保不動産の売却、担保有価証券の売却

等が実施され、売却代金の全額が平成17年3

月15日までに支払われた場合）1,497百万円

は平成17年3月に実施した。  

 



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） 

※５      ───── ※５．その他 

 主として、前期未払計上した外形標準課税

付加価値割額の取崩しによるものである。 

※５      ───── 

   

※６．固定資産処分損の内訳は次のとおりで

ある。 

 (百万円)

売却損  

建物及び構築物 77

機械装置及び運搬具他 131

土地 162

  

※６．固定資産処分損の内訳は次のとおりで

ある。 

 (百万円)

売却損  

建物及び構築物 151

土地他 855

計 1,006

※６．固定資産処分損の内訳は次のとおりで

ある。 

 (百万円)

売却損  

建物及び構築物 468

機械装置及び運搬具 177

器具及び備品 42

土地他 23

計 712

 (百万円)

除却損  

建物及び構築物 181

機械装置及び運搬具他 95

器具及び備品 21

無形固定資産 18

  

 (百万円)

除却損  

建物及び構築物 33

機械装置及び運搬具 211

器具及び備品 10

無形固定資産他 268

計 524

 (百万円)

除却損  

建物及び構築物 246

機械装置及び運搬具 317

器具及び備品 174

無形固定資産他 24

計 762

   

※７．減損損失 

（資産をグルーピングした方法） 

 事業再生計画に基づき、事業用資産及び個

別の賃貸用資産、共用資産、遊休資産、売却

予定資産にグルーピングしている。 

 （減損損失に至った経緯） 

 事業再生計画において不採算事業からの撤

退、現状保有資産の見直し等を進めた結果、

売却予定資産への用途変更となった資産が生

じ、これらの資産グループを含め、一部の資

産グループの時価に著しい下落が見られたこ

とから、帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上している。 

※７．減損損失 

（資産をグルーピングした方法） 

 事業再生計画に基づき、事業用資産及び個

別の賃貸用資産、共用資産、遊休資産、売却

予定資産にグルーピングしている。 

 （減損損失に至った経緯） 

 事業再生計画において不採算事業からの撤

退、現状保有資産の見直し等を進めた結果、

売却予定資産への用途変更となった資産が生

じ、これらの資産グループを含め、一部の資

産グループの時価に著しい下落が見られたこ

とから、帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上している。 

※７．減損損失 

（資産をグルーピングした方法） 

 事業再生計画に基づき、事業用資産及び個

別の賃貸用資産、共用資産、遊休資産、売却

予定資産にグルーピングしている。 

 （減損損失に至った経緯） 

 事業再生計画において不採算事業からの撤

退、現状保有資産の見直し等を進めた結果、

売却予定資産への用途変更となった資産が生

じ、これらの資産グループを含め、一部の資

産グループの時価に著しい下落が見られたこ

とから、帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上している。 

 （減損損失を認識した資産グループと減損

損失計上額の固定資産の種類毎の内訳） 

グループ 用途 種類 

金額(百万円) 

売却予定資産 工場及び倉庫 

運営施設 

賃貸用資産 

福利厚生施設 

遊休資産 

土地・建物 

3,024 

その他 

681 

事業用資産 工場及び倉庫 土地・建物 

554 

賃貸用資産 ー 土地・建物 

4,362 

遊休資産 ー 土地・建物 

276 

 （減損損失を認識した資産グループと減損

損失計上額の固定資産の種類毎の内訳） 

グループ 用途 種類 

金額(百万円)

売却予定資産 工場及び倉庫

運営施設 

賃貸用資産 

福利厚生施設

遊休資産 

土地・建物 

8,504

その他 

447

事業用資産 工場及び倉庫 土地・建物 

63

 （減損損失を認識した資産グループと減損

損失計上額の固定資産の種類毎の内訳） 

グループ 用途 種類 

金額(百万円)

売却予定資産 工場及び倉庫 

運営施設 

賃貸用資産 

福利厚生施設 

遊休資産 

土地・建物 

3,660

その他 

681

事業用資産 工場及び倉庫 土地・建物 

6,272

賃貸用資産 ー 土地・建物 

4,362

遊休資産 ー 土地・建物 

276

その他 

1

 



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） 

（回収可能価額の算定方法） 

 回収可能価額は、事業用資産及び賃貸用資

産については使用価値又は正味売却価額を適

用し、遊休資産、売却予定資産については正

味売却価額を適用している。なお、使用価値

については将来キャッシュ・フローを5%で割

り引いて算出しており、正味売却価額につい

ては不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額

を使用している。 

（回収可能価額の算定方法） 

 回収可能価額は、事業用資産及び賃貸用資

産については使用価値又は正味売却価額を適

用し、遊休資産、売却予定資産については正

味売却価額を適用している。なお、使用価値

については将来キャッシュ・フローを5%で割

り引いて算出しており、正味売却価額につい

ては不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額

等を使用している。 

（回収可能価額の算定方法） 

 回収可能価額は、事業用資産及び賃貸用資

産については使用価値又は正味売却価額を適

用し、遊休資産、売却予定資産については正

味売却価額を適用している。なお、使用価値

については将来キャッシュ・フローを5%で割

り引いて算出しており、正味売却価額につい

ては不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額

を使用している。 

   

※８．構造改善費用のうち、主なものは次の

とおりである。 

※８．構造改善費用のうち、主なものは次の

とおりである。 

※８．構造改善費用の内訳は次のとおりであ

る。 

 (百万円)

（１）合繊事業 717

主なもの  

たな卸資産評価損 607

事業撤収損 104

（２）天然繊維事業 481

主なもの  

事業撤収損 481

（３）食品事業 845

主なもの  

貸倒損失 507

退職給付費用 228

操業短縮費用 91

（４）上記以外の事業 202

 (百万円)

（１）合繊事業 5,387

主なもの  

事業撤収費用 3,726

子会社撤収費用 1,023

工場操業短縮損 324

（２）天然繊維事業 1,721

主なもの  

退職給付費用 785

工場操業短縮損 239

棚卸資産処分損 229

事業撤収費用 192

（３）食品事業 2,441

主なもの  

椎茸事業撤収費用 2,044

（４）ファッション事業 6,125

主なもの  

事業撤収費用 4,254

子会社撤収費用 1,848

（５）上記以外の事業 3,881

共通部門 2,108

その他の事業 1,773

計 19,557

 (百万円)

（１）合繊事業 17,057

主なもの  

合繊・樹脂事業再編費用 11,850

退職給付費用 3,194

事業撤収費用 1,096

（２）天然繊維事業 5,801

主なもの  

綿事業再編費用 2,811

工場操業短縮損 1,052

製品事業撤収損 817

退職給付費用 344

（３）ファッション事業 864

主なもの  

店舗等撤収費用 246

子会社清算損 191

事業撤収費用 79

（４）上記以外の事業 3,047

食品事業 274

共通部門 1,964

その他の事業 808

計 26,771



（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）

 （百万円）

現金及び預金勘定 51,774

預入期間３ヶ月を超える 
定期預金 

△2,268

現金及び現金同等物 49,506

 （百万円）

現金及び預金勘定 23,907

預入期間３ヶ月を超える 
定期預金 

△189

現金及び現金同等物 23,718

 （百万円）

現金及び預金勘定 9,074

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,617

現金及び現金同等物 7,456



（リース取引関係） 

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．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) 

建物及び 
構築物 

117 97 20 

機械装置及
び運搬具 

2,799 2,078 721 

器具及び 
備品他 

5,907 3,628 2,279 

合 計 8,825 5,804 3,021 

 
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)

建物及び 
構築物 

2 1 1 

機械装置及
び運搬具 

1,391 816 574 

器具及び 
備品他 

4,037 2,304 1,732 

合 計 5,431 3,122 2,308 

 

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)

建物及び構
築物 

64 46 17 

機械装置及
び運搬具 

1,884 1,315 568 

器具及び備
品他 

4,940 2,959 1,980 

合 計 6,888 4,322 2,566 

 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高相当額が有形固定資産

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。 

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年以内 

 (百万円)

1,250

１年超  1,770

合計  3,021

  

１年以内 

 (百万円)

841

１年超  1,467

合計  2,308

  

１年以内 

 (百万円)

1,139

１年超  1,426

合計  2,566

 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相

当額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。 

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 

 (百万円)

1,282

減価償却費相当額  1,282

  

支払リース料 

 (百万円)

556

減価償却費相当額  556

  

支払リース料 

 (百万円)

1,827

減価償却費相当額  1,827

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

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） 

２．転貸リース取引に係る注記 ２．転貸リース取引に係る注記 ２．転貸リース取引に係る注記 

(1）未経過支払リース料中間期末残高相当額 (1）未経過支払リース料中間期末残高相当額 (1）未経過支払リース料期末残高相当額 

  

１年以内 

 (百万円)

814

１年超  1,678

合計  2,493

  

１年以内 

 (百万円)

757

１年超  952

合計  1,710

  

１年以内 

 (百万円)

796

１年超  1,293

合計  2,090

 なお、未経過支払リース料中間期末残

高相当額は、未経過支払リース料期末残

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。 

 なお、未経過支払リース料中間期末残高

相当額は、未経過支払リース料期末残高が

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。 

 なお、未経過支払リース料期末残高相当

額は、未経過支払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）未経過受取リース料中間期末残高相当額 (2）未経過受取リース料中間期末残高相当額 (2）未経過受取リース料期末残高相当額 

  

１年以内 

 (百万円)

819

１年超  1,688

合計  2,508

  

１年以内 

 (百万円)

757

１年超  958

合計  1,715

  

１年以内 

 (百万円)

808

１年超  1,305

合計  2,113

 なお、未経過受取リース料中間期末残

高相当額は、未経過受取リース料期末残

高が営業債権の中間期末残高等に占める

割合が低いため、「受取利子込み法」に

より算定している。 

 なお、未経過受取リース料中間期末残高

相当額は、未経過受取リース料期末残高が

営業債権の中間期末残高等に占める割合が

低いため、「受取利子込み法」により算定

している。 

 なお、未経過受取リース料期末残高相当

額は、未経過受取リース料期末残高が営業

債権の期末残高等に占める割合が低いた

め、「受取利子込み法」により算定してい

る。 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く）15,153百万円 

優先出資証券           1,000百万円 

 

（平成16年9月30日現在） 

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） 

(1）国債・地方債等 202 212 10 

(2）社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合  計 202 212 10 

 

（平成16年9月30日現在） 

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 1,132 1,640 507 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合  計 1,132 1,640 507 



（当中間連結会計期間） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

   該当事項はない。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式                         14,979百万円 

優先出資証券               1,000百万円 

 

（平成17年9月30日現在） 

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 336 690 354 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合  計 336 690 354 



（前連結会計年度） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式                         15,157百万円 

優先出資証券              1,000百万円 

次へ  

 

（平成17年3月31日現在） 

連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 4 4 0 

(2）社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合  計 4 4 0 

 

（平成17年3月31日現在） 

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 389 666 277 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合  計 389 666 277 



（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） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）１．契約額の（ ）書きは、オプション料である。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

（当中間連結会計期間末）（平成17年9月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（前連結会計年度末）（平成17年3月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金利 キャップ取引 8,100 58 

  

△58 

        （－) 

 合計 8,100 58 △58 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金利 キャップ取引 2,000 0 △0 

 合計 2,000 0 △0 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金利 キャップ取引 7,600 0 0 

 合計 7,600 0 0 



（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） 

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） 

 

ホ ー ム 

プロダクツ 

事 業 
（百万円） 

薬品事業 
（百万円） 

食品事業 
（百万円） 

ファッション

事  業 
（百万円）

繊維事業 
（百万円）

化粧品 
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 19,950 9,399 33,870 12,212 44,123 13,677 18,946 152,180 － 152,180 

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
52 5 72 90 320 － 661 1,202 (1,202) － 

計 20,002 9,404 33,943 12,303 44,443 13,677 19,608 153,383 (1,202) 152,180 

 営 業 費 用 17,726 8,918 33,812 13,000 46,633 12,693 19,098 151,883 (1,211) 150,671 

営業利益及び損失 

（△は損失） 
2,275 486 130 △696 △2,189 984 509 1,499 9 1,509 

 

ホ ー ム 

プロダクツ 

事 業 
（百万円） 

薬品事業 
（百万円） 

食品事業 
（百万円） 

ファッション

事  業 
（百万円）

繊維事業 
（百万円）

化粧品 
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 18,712 8,887 17,436 9,364 20,785 － 10,743 85,930 － 85,930 

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
44 － － 56 8 － 265 374 (374) － 

計 18,756 8,887 17,436 9,421 20,793 － 11,009 86,304 (374) 85,930 

 営 業 費 用 16,894 8,811 17,242 10,701 21,022 － 10,788 85,461 (174) 85,286 

営業利益及び損失 

（△は損失） 
1,862 76 193 △1,280 △228 － 220 843 (199) 643 

 

ホ ー ム 

プロダクツ 

事 業 
（百万円） 

薬品事業 
（百万円） 

食品事業 
（百万円） 

ファッション

事  業 
（百万円）

繊維事業 
（百万円）

化粧品 
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 37,974 19,854 56,086 24,527 81,475 13,677 34,907 268,504 － 268,504 

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
87 5 72 126 434 － 1,422 2,149 (2,149) － 

計 38,062 19,859 56,159 24,654 81,910 13,677 36,330 270,653 (2,149) 268,504 

 営 業 費 用 35,313 18,455 55,088 26,444 86,020 12,713 34,780 268,817 (1,938) 266,879 

営業利益及び損失 

（△は損失） 
2,748 1,404 1,070 △1,790 △4,110 963 1,549 1,835 (210) 1,624 



 （注）１．事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、ホームプロダクツ、薬品、食品、ファッション、繊維、化粧品、

その他の事業に区分している。 

２．各事業の主な製品 

 化粧品事業、その他の事業の硝子繊維、合成皮革及び繊維事業の羊毛については、前連結会計年度において営業譲渡または

株式譲渡をおこなっているため、当中間連結会計期間については含まれていない。また、食品事業の飲料及び繊維事業の綿、

絹、ナイロン、ポリエステルについては当中間連結会計期間末現在では、営業譲渡または株式譲渡をおこなっている。 

３．営業費用の中の共通費は、前連結会計年度、前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間共に、全てセグメント別に配賦してい

る。 

【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）

及び前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

いる。 

(1） ホームプロダクツ事業 ─── 石鹸、トイレタリー品 

(2） 薬品事業 ───────── 医家向漢方薬、一般大衆薬 

(3） 食品事業 ───────── 菓子、冷菓、椎茸人工ホダ木、飲料 

(4） ファッション事業 ───── フィラ、ランバン他各種服飾品 

(5） 繊維事業 ───────── 綿・絹・羊毛・ナイロン・ポリエステル、高分子材料 

(6） 化粧品事業 ──────── 化粧品 

(7） その他の事業 ─────── 電子関連、不動産、硝子繊維、合成皮革、その他 



【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）

及び前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日） 

 海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

 △４円８１銭 △５８円８６銭 △２４６円４５銭 

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純損失 １株当たり当期純利益 

   ７００円１１銭 １５８円５５銭 ４，０７１円５６銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、１株当たり中間純損失が計上

されているため記載していない。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

３，５１２円１６銭 

 (追加情報) 

 当社は、平成16年10月1日付で発行済株式

（普通株式）について10株を１株の割合で併

合している。 

 なお、当該株式併合が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間における

１株当たり情報については、以下のとおりで

ある。 

(追加情報) 

 当社は、平成16年10月1日付で発行済株式

（普通株式）について10株を１株の割合で併

合している。 

 なお、当該株式併合が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度における１株

当たり情報については、以下のとおりであ

る。 

 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

 △４８円０５銭 △６，９８８円０６銭 

 １株当たり中間純損失 １株当たり当期純損失 

 ７，００１円０６銭 ２，７７５円８６銭 

  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

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 

 

 
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株当たり当期純利益又は当期純損失    

中間（当期）純利益又は中間純損失(△) 

（百万円） 
358,112 △19,899 314,965 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中間 

純損失(△)（百万円） 
358,112 △19,899 314,965 

期中平均株式数（千株） 511,511 125,505 77,357 

（うち、普通株式） 511,511 51,016 51,113 

（うち、Ｃ種類株式） － 74,489 26,243 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） － － 12,320 

（うち、Ａ種類株式） － － 6,160 

（うち、Ｂ種類株式） － － 6,160 



（重要な後発事象） 

  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） 

（営業譲渡及び資産譲渡） 

 当社グループは、事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的として、以下の営業譲渡契約及び資産譲渡契約を締結した。

個々の締結内容は以下のとおりである。 

  １）営業譲渡契約 

  ２）資産譲渡契約 

契約会社名 相手方会社名 
譲渡対象及び事業規模 

（平成16年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

カネボウ化成株式会社 岩尾株式会社 建材事業（17億円） 
平成16年10月20日     

平成16年12月20日     

カネボウ化成株式会社、 

室町化学株式会社 
富士ケミカル商事株式会社 化成品事業（48億円） 

平成16年10月20日     

平成16年12月20日     

当社、 

カネボウベルタッチ株式会社 
伸和株式会社 

全ての事業(布製ファスナー事業) 

（6億円） 

平成16年11月4日      

平成17年3月1日(予定) 

当社、 

カネボウ繊維株式会社 
三甲株式会社 

カネボウ繊維㈱の羊毛事業 

（102億円） 

平成16年11月11日     

平成16年12月20日     

当社、 

カネボウ合繊株式会社 
株式会社倉元製作所 ベルエース事業（27億円） 

平成16年12月1日      

平成17年3月1日(予定) 

カネボウ合繊株式会社 
帝人ファイバー株式会社、 

株式会社田島商店 

ヘルスケア事業、エコケア事業及び 

ニューメディア事業（19億円） 

平成16年12月1日      

平成17年3月1日(予定) 

当社、 

カネボウ合繊株式会社 
エア・ウォーター株式会社 ベルパール事業（12億円） 

平成16年12月16日      

平成17年3月1日(予定)  

当社 日東紡績株式会社 テキストグラス事業（23億円） 
平成16年12月22日      

平成17年3月1日(予定)  

契約会社名 相手方会社名 
譲渡対象及び事業規模 

（平成16年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

当社 睦化学工業株式会社 
医用材料事業に係わる資産 

（1億円） 

平成16年10月20日     

平成16年12月21日     

当社、 

カネボウ合繊株式会社 
東レ株式会社 

「ラクトロン」に係わる特許権他 

（17億円） 

平成16年10月27日     

平成16年12月20日     



(資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合） 

 平成16年8月25日開催の当社取締役会の決議に基づき平成16年10月1日付をもって、資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合を

下記の通り実施した。なお、資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合は、産業活力再生特別措置法第12条の11第1項及び第5項に

基づき、取締役会で決議した。 

１．資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合の目的 

 当社は、平成16年5月31日に株式会社産業再生機構の支援決定を受けた当社の「事業再生計画」に基づき、経営再建を進めている。同

計画の目的である財務体質の抜本的改善の一環として、資本構成の是正と資本の欠損の填補を図るため、資本、資本準備金及び利益準備

金の減少を行い、当社普通株式の株式併合により発行済株式総数の適正化を図る。 

２．資本、資本準備金及び利益準備金の減少の要領 

（１）資本金の減少 

１）減少すべき資本の額 

 資本の額31,341,873,870円を31,241,873,870円減少する。減少した資本の額(31,241,873,870円)は全額、資本の欠損の填補に

充てる。 

２）資本の減少の方法 

 株主への払戻し及び当社発行済株式総数の減少を伴わない無償の減資とする。 

（２）資本準備金及び利益準備金の減少 

１）減少すべき法定準備金の額 

 資本準備金の額14,518,249,214円を全額(14,518,249,214円)減少する。利益準備金の額5,042,599,482円を4,239,846,916円減

少する。減少した資本準備金の額(14,518,249,214円)及び利益準備金の額(4,239,846,916円)は全額、資本の欠損の填補に充て

る。 

３．株式併合の要領（株式の併合の方法） 

 普通株式の発行済株式総数512,835,576株について、株式10株を1株に併合することにより、51,283,557株とする。なお、併合の結果1

株に満たない端数を生じた場合には、一括して売却または買受けし、その代金を株主に按分配布する。 

４．資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合の日程 

  

  

５．当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間及び前連結会計年度における1株当たり情報並びに当期首に行

われたと仮定した場合の当中間会計期間における1株当たり情報は、それぞれ以下の通りとなる。 

取締役会決議日 平成16年8月25日 

株券提出最終期日  平成16年9月30日 

株券提出期間 自 平成16年8月27日 

至 平成16年9月30日 

債権者異議申述最終期日 平成16年9月30日 

資本、資本準備金及び利益準備金

の減少、株式併合の効力発生日 

平成16年10月1日 

前中間連結会計期間 

（自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

△４，７９１円３２銭  △４８円０５銭  △６，９８８円０６銭 

１株当たり中間純損失 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純損失 

５９８円５８銭 ７，００１円０６銭 ２，７７５円８６銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、１株当たり中間純損失が計上

されており、また、潜在株式が存在しないた

め記載していない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、１株当たり当期純損失が計上

されており、また、潜在株式が存在しないた

め記載していない。 



  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） 

（営業譲渡、株式譲渡及び基本合意） 

 当社グループは、事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的として、営業譲渡契約及び株式譲渡契約の締結並びに営業譲渡

の基本合意をしている。個々の内容は以下のとおりである。 

  １）営業譲渡契約 

  ２）株式譲渡契約 

 上記以外に、当社が保有するＫＢセーレン株式会社（セーレン株式会社51％、当社49％出資）株式は、セーレン株式会社が合弁契約に基

づきオプション権を行使したことから、平成17年10月14日に同社へ売却している。 

  ３）営業譲渡の基本合意 

契約会社名 相手方会社名 
譲渡対象及び事業規模 

（平成17年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

当社 
株式会社キッドブルー（株式会社

カドリールニシダの子会社） 
インナー事業（20億円） 

平成17年10月20日    

平成17年11月 1日    

カネボウ興産株式会社 
ルートインジャパン株式会社 

大井プロパティ株式会社 
ホテル事業（11億円） 

平成17年11月16日    

平成17年11月30日    

当社、 

カネボウアグリテック株式会社 
和歌山県シイタケ企業組合 椎茸事業（58億円） 

平成17年11月21日    

平成17年12月31日(予定) 

譲渡する株式の会社名 相手方会社名 
譲渡対象会社の事業内容等 

（平成17年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

カネボウ菊池電子株式会社 同社経営陣（ＭＢＯ） 半導体検査事業（17億円） 
平成17年10月 6日    

平成17年11月 1日    

カネボウ物流株式会社 是則運輸倉庫株式会社 保険事業（3億円） 
平成17年11月 9日    

平成18年 2月 1日(予定) 

カネボウストッキング株式会社 福助株式会社 
ストッキング、靴下の製造・販売 

(63億円) 

平成17年11月30日    

平成18年 1月31日(予定) 

カネボウ不動産株式会社 

カネボウホリデイ株式会社 
インタープラネット株式会社 不動産業(49億円) 

平成17年12月 2日    

平成18年 1月31日(予定) 

契約会社名 相手方会社名 
譲渡対象及び事業規模 

（平成17年3月期売上高） 

基本合意締結日 

譲渡実行予定日 

当社 
株式会社ライカ 

株式会社デサント 

カネボウ・サン ディジェーム株式

会社(当社100%出資)が営むランバン

ブランドのライセンス事業 

（42億円） 

平成17年12月14日      

平成18年 2月 1日(予定) 



  前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

（証券取引所上場廃止） 

 当社は過去５期分（平成11年度から平成15年度）の有価証券報告書の虚偽記載等の問題で、平成17年5月12日に東京証券取引所より、

また同年5月24日に大阪証券取引所より、当社株式を上場廃止する旨の通知を受け、同年6月13日付で上場廃止となりました。 

 当社は再生を目指す中で、過去の経営や事業運営の改善を図るべく平成16年４月に設置した「経営浄化調査委員会」から、過去の事業

年度における不適正な会計処理等の問題の指摘を受けて、過去５期間（平成11年度から平成15年度）の決算内容を精査しました。その結

果判明した不適正な会計処理等を正すため当該５期間の決算内容の修正を行い、平成17年4月13日に開示し、同年4月28日開催の臨時株主

総会において、個別決算書類の承認をいただきました。 

 東京証券取引所及び大阪証券取引所は、当社が行った過去の複数年度における有価証券報告書の虚偽記載は、投資者の証券市場に対す

る信頼を著しく毀損するものと認められるとの理由から、当社株式の上場を廃止する決定を行った次第であります。 

（繊維素材事業の合弁契約） 

 当社はセーレン株式会社と、セーレン株式会社が51％・当社が49％出資する合弁会社（KBセーレン株式会社）を設立し、カネボウ繊維

株式会社が営む綿事業及び合繊事業、カネボウ合繊株式会社が営むポリエステル事業及びナイロン事業の一部を営業譲渡する契約を平成

17年６月１日に締結しました。 

（営業譲渡及び株式譲渡） 

 当社グループは、事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的として、以下の営業譲渡契約及び株式譲渡契約を締結しまし

た。個々の締結内容は以下のとおりです。 

１）営業譲渡契約 

２）株式譲渡契約 

（損害賠償請求訴訟の提起） 

 当社は、平成16年10月28日の「経営浄化調査委員会」の調査結果を受けて、当社の対応につき検討してまいりましたが、平成17年6月

27日開催の監査委員会及び取締役会で、興洋染織問題について元取締役2名を被告とする損害賠償請求を行うことを決定し、東京地方裁

判所に同日付で損害賠償請求訴訟を提起いたしました。当社アクリル繊維の主要販売先であった興洋染織株式会社（毛布の製造・販売）

に対し、当社は平成10年より支援を行っておりましたが、平成12年3月末時点において同社再建の見込がないことが明らかになっていた

にもかかわらず支援を継続し、当社に多額の損害を生じさせたのは当該取締役の善管注意義務違反であったと判断し、10億円の損害賠償

請求を行うものです。 

契約会社名 相手方会社名 
譲渡対象及び事業規模 

（平成17年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

カネボウ繊維株式会社 KBセーレン株式会社 綿事業（120億円） 
平成17年6月 1日    

平成17年7月 1日(予定)

カネボウ合繊株式会社 KBセーレン株式会社 合繊事業(191億円) 
平成17年6月 1日    

 平成17年7月 1日(予定)

カネボウ合繊株式会社 

日本リサイクリング株式会社 

（大和製罐株式会社の100%子会

社） 

高分子防府PET樹脂事業(50億円) 
平成17年6月15日    

平成17年10月1日(予定)

譲渡する株式の会社名 相手方会社名 
譲渡対象会社の事業内容等 

（平成17年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

株式会社エルビー（埼玉） アサヒビール株式会社 チルド飲料事業（123億円） 
平成17年4月27日    

平成17年5月11日    

株式会社 

  ショップエンドショップス 

有限会社 

  S.Sホールディングス  

紳士服・婦人服・子供服の小売 

(20億円) 

平成17年5月25日    

平成17年6月 8日    

カネボウレインボーハット 

  株式会社 

有限会社 

  クッチーナ 

アイスクリームの小売販売 

(31億円) 

平成17年6月 8日    

平成17年6月21日    



（第三者割当増資） 

 株式会社カネボウ化粧品（以下、カネボウ化粧品）と当社は、６月６日開催の両社取締役会において、平成17年７月下旬を目処に、当

社が200億円の第三者割当増資（種類株式の発行）を実施し、カネボウ化粧品が全額引き受けることを決議いたしました。 

１．Ｃ種類株式発行要領 

(9)利益配当 

当社はＣ種類株主及びＣ種類登録質権者に対して利益配当及び中間配当を支払わない。 

(10)残余財産の分配 

①当社は、Ａ種優先残余財産分配金及びＢ種優先残余財産分配金の分配後、残余する財産があるときは、普通株主及び普通登録質権

者に対し、普通株式1株につき500円(普通株式につき株式分割又は併合があった場合は適切に調整される。)を分配する。 

②当社は、前号に基づく残余財産の分配後、残余する財産があるときは、普通株主及び普通登録質権者並びにＣ種類株主及びＣ種類

登録質権者に対し、同順位かつ平等の割合にて残余財産の分配を行う。 

(11)議決権 

Ｃ種類株主は株主総会において議決権を有する。 

(12)消却 

 当社は、いつでも商法第211条の3第3項に規定する額の範囲内で、普通株式、Ａ種類株式、Ｂ種類株式及びＣ種類株式のうち、いず

れか一又は複数の種類の株式の一部又は全部を買受け又は消却することができる。なお、この場合において、買受けの対象となった

種類の株式以外の株式の株主は、当社に対して自己の保有する買受けの対象となった種類の株式以外の株式の買受けを求めることは

できない。 

(13)転換予約権 

転換条件及び転換請求期間 

イ.Ｃ種類株主は、2006年10月1日以降いつでもＣ種類株式1株につき普通株式1株の割合(以下「転換比率」という。)で普通株式への

転換を請求することができる。 

ロ. 合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減少又はその他当社の発行済普通株式数が変更する事由が生じる場合、転換比率

は取締役会が適切と判断する比率に変更される。 

ハ. Ｃ種類株式の転換により発行すべき普通株式の数は、次のとおりとする。発行すべき普通株式数の算出に当たって1株に満たない

端数が生じたときは商法第220条に定める端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。 

(14)株式の併合又は分割、新株引受権等 

①当社は、株式の併合又は分割を行うときは、普通株式及びＣ種類株式ごとに、同時に同一の比率でこれを行う。 

②当社は、株主に新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権(以下「新株引受権等」という。)を与えるとき

は、普通株主には普通株式の新株引受権等を、Ｃ種類株主にはＣ種類株式の新株引受権等を、それぞれ同時に同一の割合で与える

ものとする。 

(15)期中転換があった場合の取扱い 

 Ｃ種類株式の転換請求により発行された普通株式に対する最初の利益配当金の計算については、転換請求が4月1日から9月30日まで

になされたときは4月1日に、10月1日から翌年の3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなす。 

(注)発行価額の決定の方法 

 発行価額については、当社の株式の市場価格、企業価値、発行株式の内容等を総合的に判断したうえ決定したものであります。 

２．増資の理由及び資金使途 

(1)増資の理由 

 当社の資本増強を図るとともに、カネボウ化粧品と当社の戦略的な提携関係を強化し、「カネボウ」という共通のブランドを使用

する両者が化粧品を中心に「カネボウ」ブランドの価値を高め、円滑かつ迅速な企業再生を図るため、新株式の発行と引き受けを決

定いたしました。 

(2)資金使途 

「事業再生計画」における再生プロセスの加速化に伴う必要資金、及び当社のホームプロダクツ、薬品、食品を中心とする消費財事

業の強化に向けての投資に充当するとともに、自己資本を充実させる予定です。 

(1)株式の種類 カネボウ株式会社Ｃ種類株式（以下「Ｃ種類株式」という。） 

(2)発行株式数  Ｃ種類株式 62,500,000株 

(3)発行価額 1株につき 320円 

(4)発行価額の総額 20,000,000,000円 

(5)資本組入額 1株につき 160円 

(6)資本組入の総額 10,000,000,000円 

(7)払込期日 平成17年7月下旬（予定） 

(8)割当先及び株式数 第三者割当によるものとし、全株式をカネボウ化粧品に割り当てる。 

転換により発行  Ｃ種類株主が転換請求のために   

すべき普通株式数 ＝ 提出したＣ種類株式数 × 転換比率 



３．割当先の概要 

※ ( ) 内の大株主の株式数の比率は、議決権の総数（個）を基準にして算出しています。なお、Ａ種類株式については議決権は付されてお

りません。 

４．増資日程 

(2）【その他】 

 該当事項はない。 

割当予定先の名称 株式会社カネボウ化粧品 

割当株数 C種類株式 62,500,000株 

払込金額 C種類株式 20,000,000,000円 

割当先の

内容 

住所 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号 

代表者役職、氏名 代表執行役会長  余語 邦彦 

代表執行役社長  知識 賢治 

資本の額 125,450,000,000円 

事業の内容 化粧品全般の開発、製造、販売及び輸出入 

大株主 普通株式 

㈱産業再生機構 86,000,000株(86%) 

カネボウ㈱     14,000,000株(14%) 

Ａ種類株式 

㈱産業再生機構 15,000,000株 

当社との

関係  

出資 当社が保有している取得者の株式の数 普通株式 14,000,000株(14%) 

関係 取得者が保有している当社の株式の数 なし 

重要な取引関係等 業務提携に関する基本合意書締結（平成17年6月6日） 

人事関係(平成17年3月31日現在) カネボウ化粧品との兼務取締役（社外）１名、 

兼務代表執行役社長 １名 

平成17年6月29日 カネボウ定時株主総会 

平成17年7月中旬（予定） 種類株式発行カネボウ取締役会決議 

平成17年7月下旬（予定） カネボウ化粧品払込期日 

同上（予定） カネボウ資本金増加日 



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 ※２ 45,411   21,747   3,024   

2.受取手形   3,766   757   1,907   

3.売掛金  14,719   13,589   16,431   

4.たな卸資産  13,073   6,684   7,862   

5.短期貸付金  501   1   1   

6.関係会社 
短期貸付金  329,689   48,554   72,885   

7.未収入金  33,016   3,818   5,627   

8.その他  1,648   1,006   1,321   

9.貸倒引当金  △267,880   △27,937   △39,725   

流動資産合計   173,946 82.2  68,219 62.4  69,335 58.3 

Ⅱ 固定資産           

(1)有形固定資産 ※1,2          

1.建物  4,866   4,501   4,739   

2.機械及び装置  1,503   1,284   1,259   

3.土地  7,659   8,840   6,859   

4.その他  1,891   1,855   1,983   

計   15,920 7.5  16,481 15.1  14,841 12.5 

(2)無形固定資産 ※２  998 0.5  495 0.4  860 0.7 

(3)投資その他の資
産           

1.投資有価証券  ※２ 16,415   15,767   15,723   

2.関係会社株式  1,166   6,209   13,398   

3.長期貸付金  3,339   28   3,307   

4.前払年金費用   －   630   2,011   

5.その他   7,538   6,888   7,186   

6.関係会社投資損
失引当金 

  －   △800   －   

7.貸倒引当金  △7,793   △4,560   △7,792   

計   20,666 9.8  24,163 22.1  33,835 28.5 

固定資産合計   37,585 17.8  41,139 37.6  49,537 41.7 

資産合計   211,532 100.0  109,359 100.0  118,873 100.0 

 



  
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   7,736   8,514   9,510   

2.買掛金  6,605   4,693   4,708   

3.短期借入金 ※２ 42,921   1,000   －   

4.未払金  4,534   792   759   

5.未払法人税等  922   108   950   

6.未払消費税等  18,579   －   19,015   

7.預り金  11,044   6,173   4,528   

8.賞与引当金  389   260   304   

9.返品調整引当金  623   598   577   

10.子会社支援損失 
引当金  2,499   6,403   1,024   

11.構造改善費用 
引当金  7,303   14,033   3,974   

12.その他  5,477   4,377   6,251   

流動負債合計   108,637 51.4  46,955 42.9  51,605 43.4 

Ⅱ 固定負債           

1.長期借入金 ※２ 52,464   42,891   51,736   

2.退職給付引当金  4,291   75   363   

3.その他  427   1,194   1,327   

固定負債合計   57,183 27.0  44,161 40.4  53,427 45.0 

負債合計   165,820 78.4  91,116 83.3  105,032 88.4 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   31,341 14.8  35,099 32.1  25,099 21.1 

Ⅱ 新株式払込金 ※６  49,999 23.6  － －  － － 

Ⅲ 資本剰余金           

資本準備金  14,518   34,999   24,999   

資本剰余金合計   14,518 6.9  34,999 32.0  24,999 21.0 

Ⅳ 利益剰余金           

1.利益準備金  5,042   802   802   

2.任意積立金  9,820   －   9,820   

3.中間（当期）未
処理損失  64,952   52,447   46,678   

利益剰余金合計   △50,090 △23.7  △51,644 △47.2  △36,055 △30.3 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   186 0.1  123 0.1  107 0.1 

Ⅵ 自己株式   △245 △0.1  △336 △0.3  △311 △0.3 

資本合計   45,711 21.6  18,242 16.7  13,840 11.6 

負債・資本合計   211,532 100.0  109,359 100.0  118,873 100.0 



②【中間損益計算書】 

  

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   41,222 100.0  26,553 100.0  74,593 100.0 

Ⅱ 売上原価   26,485 64.3  17,426 65.6  49,435 66.3 

売上総利益   14,736 35.7  9,127 34.4  25,157 33.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   18,099 43.9  12,734 48.0  30,158 40.4 

営業損失   3,362 △8.2  3,606 △13.6  5,001 △6.7 

Ⅳ 営業外収益           

受取利息  2,918   936   7,194   

その他  707   90   982   

営業外収益計   3,626 8.8  1,026 3.9  8,177 11.0 

Ⅴ 営業外費用           

支払利息  5,617   926   6,687   

その他  2,503   1,863   3,949   

営業外費用計   8,120 19.7  2,790 10.5  10,636 14.3 

経常損失   7,857 △19.1  5,369 △20.2  7,460 △10.0 

Ⅵ 特別利益           

関係会社貸付金利息   －   554   －   

営業譲渡益 ※１ 338,212   －   341,479   

固定資産売却益   －   298   415   

投資有価証券売却益   2,938   －   3,112   

関係会社株式売却益 ※２ －   5,365   －   

貸倒引当金戻入益 ※３ －   1,611   －   

債務免除益 ※４ 99,500   －   98,002   

子会社支援損失引当
金戻入益 

  －   －   944   

構造改善費用引当金
戻入益 

  －   872   －   

その他 ※５ －   552   －   

特別利益計   440,650 1,069.0  9,255 34.8  443,953 595.2 

Ⅶ 特別損失           

固定資産売却損  －   70   －   

固定資産除却損  16   262   16   

減損損失 ※６ 790   242   792   

投資有価証券売却損  151   －   152   

関係会社株式評価損 ※７ 1,322   1,474   2,107   

債権放棄損 ※８ －   －   10,781   

貸倒引当金繰入額 ※９ 16,320   －   35,751   

子会社清算損 ※10 －   33   1,526   

子会社支援損失 
引当金繰入額 

  510   2,710   －   

特別退職金  －   111   95   

関係会社投資損失引
当金繰入額   －   800   －   

構造改善費用 ※11 64   13,682   3,147   

特別損失計   19,175 46.5  19,388 73.0  54,371 72.9 

 



  

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
（％）

税引前中間(当期)純
利益又は税引前中間
純損失（△） 

  413,617 1,003.4  △15,502 △58.4  382,122 512.3 

法人税、住民税及び
事業税  21   20   251   

過年度法人税等  －   △190   －   

法人税等調整額  90,801 90,822 220.3 256 86 0.3 90,801 91,052 122.1 

中間(当期)純利益又は
中間純損失（△）   322,795 783.1  △15,588 △58.7  291,070 390.2 

前期繰越損失   387,747   36,858   387,747  

自己株式処分差損   1   0   1  

利益準備金減少によ
る欠損填補額   －   －   4,239  

資本準備金減少によ
る欠損填補額   －   －   14,518  

資本減少による欠損
填補額   －   －   31,241  

中間(当期)未処理損
失   64,952   52,447   46,678  



中間財務諸表作成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 子会社株式及び関連会社株式 

…総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（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は総平均法により算定してい

る。） 

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 

子会社株式及び関連会社株式 

…同  左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は総

平均法により算定している。） 

 時価のないもの 

…総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 同    左 同    左 

(3）たな卸資産 製 品 総平均法による原価法 

原 料 総平均法による原価法 

仕掛品 総平均法による原価法 

貯蔵品 最終仕入原価法 

同    左 同    左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

   

(1）有形固定資産  定率法（共通資産（社宅等）に

ついては定額法）。但し、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。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

建物及び構築物   3～50年 

機械装置及び運搬具 4～15年 

器具及び備品    3～15年 

 定率法（共通資産（社宅等）に

ついては定額法）。但し、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、定額法を採用している。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

建物及び構築物   3～50年 

機械装置及び運搬具 4～15年 

工具器具及び備品  3～15年 

同    左 

(2）無形固定資産  定額法。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）に基づく

定額法。 

 定額法。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）に基づく

定額法を採用している。 

同    左 

３．繰延資産の処理方法 

(1）新株発行費 

  

――――――- 

  

 支出時に全額費用として処理す

る方法を採用している。  

  

同    左 

４．引当金の計上基準    

(1）貸倒引当金  債権の貸倒損失に備えるため、

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勘

案し、回収不能見込額を計上して

いる。 

同    左 同    左 

(2）賞与引当金  従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当中間会計期間の負担額を

計上している。 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額に基づき当中間会計期間の負

担額を計上している。 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額に基づき当期負担額を計上し

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） 

(3）返品調整引当金  返品調整引当金は当中間会計期

間末日後の返品損失に備えるた

め、当中間会計期間の売上高(一

部の事業部については当中間会計

期間期末の売上債権)に対して返

品率を乗じるとともに再販実績等

を勘案し、今後発生が見込まれる

損失額を計上している。 

 なお、従来はファッション事業

の当中間会計期間末日後の返品損

失に備えるため、当中間会計期間

末の売上債権に対し、実績による

返品率及び売買利益率を乗じた額

を計上していたが、当中間会計期

間において販売子会社との間で返

品在庫の負担条件の見直しを行

い、かつ返品在庫の評価方法も再

販実績に合わせて大幅に見直した

ことを契機として見積り方法を変

更したものである。この変更によ

り、従来の方法に比べ、売上原価

は470百万円増加し、営業損失及

び経常損失が同額増加、税引前中

間純利益は同額減少している。 

 当中間会計期間末日後の返品損

失に備えるため、当中間会計期間

の売上高(一部の事業部について

は当中間会計期間期末の売上債

権)に対して返品率を乗じるとと

もに再販実績等を勘案し、今後発

生が見込まれる損失額を計上して

いる。 

  

 期末日後の返品損失に備えるた

め、当期の売上高(一部の事業部

については当期末の売上債権)に

対して返品率を乗じるとともに再

販実績等を勘案し、今後発生が見

込まれる損失額を計上している。 

 なお、従来はファッション事業

の期末日後の返品損失に備えるた

め、期末の売上債権に対し、実績

による返品率及び売買利益率を乗

じた額を計上していたが、当期に

おいて販売子会社との間で返品在

庫の負担条件の見直しを行い、か

つ返品在庫の評価方法も再販実績

に合わせて大幅に見直したことを

契機として見積方法を変更したも

のである。 

 この変更により、従来の方法に

比べ、売上原価は398百万円増加

し、営業損失及び経常損失が同額

増加、税引前当期純利益は同額減

少している。 

(4)子会社支援損失引当金   債務超過子会社の支援に係る損

失に備えるため、子会社の財政状

態を勘案して損失負担見積額を計

上している。 

同    左  債務超過子会社の支援に係る損

失に備えるため、子会社の財政状

態を勘案して損失負担見積額を計

上している。 

(5)債務保証損失引当金   子会社への債務保証等に係る損

失に備えるため、被保証先の財政

状態を勘案し、必要と認められる

額を計上している。 

 なお、当中間会計期間において

子会社から免責的債務引受を実施

したことにより、当中間会計期間

末に当該引当金は計上されていな

い。 

――――――-  関係会社への債務保証等に係る

損失に備えるため、被保証先の財

政状態を勘案し、必要と認められ

る額を計上している。 

 なお、当事業年度において関係

会社から免責的債務引受を実施し

たことにより、当事業年度末に当

該引当金は計上されていない。 

(6)構造改善費用引当金   事業の抜本的な構造改善に伴う

損失に備えるため、発生費用見積

額を計上している。 

 事業の抜本的な構造改善に伴う

損失に備えるため、今後見込まれ

る事業撤収等に係る費用の見積額

を計上している。 

 事業の抜本的な構造改善に伴う

損失に備えるため、固定資産撤去

費用等の発生費用見積額を計上し

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） 

(7）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

上している。なお、会計基準変更

時差異については、15年による按

分額を費用処理している。また、

数理計算上の差異については発生

時の従業員の平均残存勤務期間

(11年)により翌期から費用処理す

ることとしている。 

 当社は、化粧品事業の営業譲渡

による従業員の転籍に伴い、当該

従業員見合いの会計基準変更時差

異(1,677百万円)及び数理計算上

の差異(1,758百万円)を一括して

費用処理している。なお、当該費

用処理額は営業譲渡益に含めて表

示している。 

 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

上している。なお、会計基準変更

時差異については、15年による按

分額を費用処理している。また、

数理計算上の差異については発生

時の従業員の平均残存勤務期間

(11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。 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上している。なお、会計基

準変更時差異については、15年に

よる按分額を費用処理している。

また、数理計算上の差異について

は発生時の従業員の平均残存勤務

期間（11年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとし

ている。 

 化粧品事業・新素材事業等の営

業譲渡及び事業再構築による従業

員の転籍・退職に伴い、当該従業

員見合いの会計基準変更時差異

(2,507百万円)及び数理計算上の

差異(2,970百万円)を一括して費

用処理している。なお、当該費用

処理額は営業譲渡益及び構造改善

費用に含めて表示している。 

(8）関係会社投資損失引当

金 

――――――-  関係会社に対する投資により発

生の見込まれる損失に備えるた

め、当該関係会社の財政状態を勘

案して損失負担見積額を計上して

いる。 

――――――- 

５．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、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理している。 

同    左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ている。 

６．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 

７．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用してい

る。ただし、為替予約取引につい

ては振当処理を、金利スワップ取

引については特例処理を採用して

いる。 

――――――- ① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ会計を適用してい

る。ただし、為替予約取引につい

ては振当処理を適用し、金利スワ

ップ取引については特例処理を適

用している。なお、当事業年度末

にはヘッジ会計を適用している取

引はない。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

Ａ． 

（ヘッジ手段） 

 為替予約取引 

（ヘッジ対象） 

 外貨建債権債務に係る将来の

為替レートの変動リスク 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

Ａ． 

（ヘッジ手段） 

 為替予約取引 

（ヘッジ対象） 

 外貨建債権債務に係る将来の

為替レートの変動リスク 

 



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） 

 Ｂ． 

（ヘッジ手段） 

 金利オプション取引 

 （キャップ取引・スワップ取

引） 

（ヘッジ対象） 

 借入に係る将来の金利の変動に

よるリスク 

   Ｂ．  同    左 

（ヘッジ手段） 

 金利オプション取引 

 （キャップ取引・スワップ取

引） 

（ヘッジ対象） 

 借入に係る将来の金利の変動

によるリスク 

 ③ ヘッジ方針 

 全て実需取引の範囲で、すなわ

ち通貨関連取引は外貨建債権債務

の範囲内で、金利関連取引は借入

の範囲内で行っている。 

 ③ ヘッジ方針 

 全て実需取引の範囲で、すなわ

ち通貨関連取引は外貨建債権債務

の範囲内で、金利関連取引は借入

の範囲内で行っている。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して有効性の判定を行ってい

る。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して有効性の判定を行ってい

る。 

８．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  消費税及び地方消費税について

は、税抜方式によっている。な

お、「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「未払消費税等」として表

示している。 

 消費税及び地方消費税について

は、税抜方式によっており、控除

対象外消費税及び地方消費税は、

当期の費用として処理している。

なお、「仮払消費税等」及び「仮

受消費税等」は、相殺のうえ、流

動資産の「未収入金」に含めて表

示している。 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっている。 



会計処理の変更 

表示方法の変更 

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） 

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

（「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）が平成16年3月31日に

終了する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったこと

に伴い、当中間会計期間から同会

計基準及び同適用指針を適用して

いる。これにより、税引前中間純

利益は、790百万円減少してい

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。 

─────  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）が平成16年3月31日に

終了する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったこと

に伴い、当事業年度から同会計基

準及び同適用指針を適用してい

る。これにより、税引前中間純利

益は、792百万円減少している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき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） 

 「関係会社短期貸付金」は前中間会計期間まで、「短期貸付金」に

含めて表示していたが、金額的重要性により区分掲記した。なお、前

中間会計期間末における当該金額は182,272百万円である。 

 「投資有価証券」は、前中間会計期間まで、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示していたが、当中間会計期間末において資産

総額の100分の5を超えたため区分掲記した。なお、前中間会計期間末

における当該金額は10,078百万円である。 

――――――- 



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は

18,265百万円である。 

※１. 有形固定資産の減価償却累計額は

12,430百万円である。 

※１. 有形固定資産の減価償却累計額は

13,386百万円である。 

※２. 担保（財団抵当を含む）に供している

資産 

※２. 担保（財団抵当を含む）に供している

資産 

※２. 担保（財団抵当を含む）に供している

資産 

  （百万円)

定期預金 510

有形固定資産 13,377

無形固定資産  49

投資有価証券 14,680

  （百万円)

定期預金 120

有形固定資産 14,411

投資有価証券 15,240

計 29,773

  （百万円)

定期預金 98

有形固定資産 12,027

無形固定資産  49

投資有価証券 14,052

上記担保資産に対する債務 上記担保資産に対する債務 上記担保資産に対する債務 

 （百万円)

短期借入金 42,901

(１年内返済の長期借入金を含む。) 

長期借入金 51,268

計 94,170

 （百万円)

短期借入金 1,000

長期借入金 41,696

計 42,696

 （百万円)

長期借入金 50,540

計 50,540

 ３. 保証債務  ３. 保証債務  ３. 保証債務 

借入金等に対する保証 借入金等に対する保証 借入金等に対する保証 

  （百万円)

カネボウ繊維㈱ 390

越前ポリマー㈱ 305

その他3社 406

合計 1,102

  （百万円)

ブラジル中央銀行 279

合計 279

  （百万円)

越前ポリマー㈱ 275

ブラジル中央銀行 270

合計 545

 ４. 受取手形割引高  ４. 受取手形割引高  ４. 受取手形割引高 

  （百万円)

受取手形割引高 6,030

  （百万円)

受取手形割引高 2,425

  （百万円)

受取手形割引高 4,653

 ５. 弁済基本合意書に係る偶発債務  ５．   ─────  ５．   ───── 

 平成16年8月25日付で、金融機関等及

び㈱産業再生機構との間で弁済基本合

意書を締結し、平成17年2月末までに、

債権放棄額調整対象事業につき、当該

事業の売却、当該事業の存続決定に伴

う継続企業価値への評価変更、担保不

動産の売却、担保有価証券の売却等が

実施され、売却代金の全額が平成17年3

月15日までに支払われた場合であり、

かつ金融機関につき本合意書に規定す

る条件を充足する場合は、㈱産業再生

機構が算出した計算式に従い債権放棄

額の調整が行われる。 

  

※６．新株式払込金 ※６．   ───── ※６．   ───── 

 新株式払込金は、平成16年9月30日を

払込期日とする新株式112,631,500株の

払込及び債務の株式化によるものであ

る。なお、平成16年10月1日付で24,999

百万円が資本金及び資本準備金にそれ

ぞれ組入れられている。 

  



（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．営業譲渡益 

 化粧品事業の営業譲渡については、譲渡価

額は確定しているが、営業譲渡契約の補完契

約等に基づき、譲渡資産の追加等の調整が行

われる可能性がある。 

※１．   ───── ※１．営業譲渡益 

 (百万円)

化粧品関連事業  342,625

新素材関連事業 △846

ファッション関連事業  △153

その他 △145

計 341,479

※２．   ───── ※２．関係会社株式売却益 

 ㈱エルビー（埼玉）、㈱エルビー（名古

屋）他６社の株式売却に伴うものである。 

※２．   ───── 

※３．   ───── ※３．貸倒引当金戻入益 

 債務超過状態の子会社に対する回収懸念債

権につき貸倒引当金を計上したものの見直し

に伴い取り崩したものである。 

※３．   ───── 

※４．債務免除益 

 当社グループは、平成16年5月31日に発表

した「事業再生計画」の一貫として、平成16

年8月25日付で、株式会社三井住友銀行他62

金融機関から当社の債務の一部免除を含む金

融支援に関する弁済基本合意書を締結し、同

合意書に基づき平成16年9月28日付にて債務

免除を受けた。 

※４．   ───── ※４．債務免除益 

 当社グループは、平成16年5月31日に発表

した「事業再生計画」の一環として、平成16

年8月25日付で、株式会社三井住友銀行他62

金融機関から当社の債務の一部免除を含む金

融支援に関する弁済基本合意書を締結し、同

合意書に基づき平成16年9月28日付にて債務

免除を受けた。 

 なお、同合意書に規定する債権放棄額の調

整（平成17年2月末までに、債権放棄額調整

対象事業につき、当該事業の売却、当該事業

の存続決定に伴う継続企業価値への評価変

更、担保不動産の売却、担保有価証券の売却

等が実施され、売却代金の全額が平成17年3

月15日までに支払われた場合）1,497百万円

は平成17年3月に実施した。  

※５．   ───── ※５．その他 

 主として、前期未払計上した外形標準課税

付加価値割額の取崩しによるものである。 

※５．   ───── 

※６．減損損失 

（資産をグルーピングした方法） 

 事業再生計画に基づき、事業部別の事業用

資産及び個別の賃貸用資産、共用資産、遊休

資産、売却予定資産にグルーピングしてい

る。 

 （減損損失に至った経緯） 

 事業再生計画において不採算事業からの撤

退、現状保有資産の見直し等を進めた結果、

売却予定資産への用途変更となった資産が生

じ、これらの資産グループを含め、一部の資

産グループの時価に著しい下落が見られたこ

とから、帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上している。 

※６．減損損失 

（資産をグルーピングした方法） 

 事業再生計画に基づき、事業部別の事業用

資産及び個別の賃貸用資産、共用資産、遊休

資産、売却予定資産にグルーピングしてい

る。 

 （減損損失に至った経緯） 

 事業再生計画において不採算事業からの撤

退、現状保有資産の見直し等を進めた結果、

売却予定資産への用途変更となった資産が生

じ、これらの資産グループを含め、一部の資

産グループの時価に著しい下落が見られたこ

とから、帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上している。 

※６．減損損失 

（資産をグルーピングした方法） 

 事業再生計画に基づき、事業部別の事業用

資産及び個別の賃貸用資産、共用資産、遊休

資産、売却予定資産にグルーピングしてい

る。 

（減損損失に至った経緯） 

 事業再生計画において不採算事業からの撤

退、現状保有資産の見直し等を進めた結果、

売却予定資産への用途変更となった資産が生

じ、これらの資産グループを含め、一部の資

産グループの時価に著しい下落が見られたこ

とから、帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上している。 

 



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） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

 （減損損失を認識した資産グループと減損

損失計上額の固定資産の種類毎の内訳） 

（回収可能価額の算定方法） 

 回収可能価額は、事業部別の事業用資産及

び賃貸用資産については使用価値又は正味売

却価額を適用し、遊休資産、売却予定資産に

ついては正味売却価額を適用している。な

お、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを5%で割り引いて算出しており、正味売

却価額については不動産鑑定評価基準に基づ

く鑑定評価額を使用している。 

グループ 用途 種類 

金額 

(百万円) 

売却予定 

資産 

賃貸用資産 

福利厚生 

施設 

遊休資産 

土地・建物 

513 

遊休資産 ー 土地・建物 

276 

 （減損損失を認識した資産グループと減損

損失計上額の固定資産の種類毎の内訳） 

（回収可能価額の算定方法） 

 回収可能価額は、事業部別の事業用資産及

び賃貸用資産については使用価値又は正味売

却価額を適用し、遊休資産、売却予定資産に

ついては正味売却価額を適用している。な

お、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを5%で割り引いて算出しており、正味売

却価額については不動産鑑定評価基準に基づ

く鑑定評価額等を使用している。 

グループ 用途 種類 

金額 

(百万円) 

売却予定 

資産 

賃貸用資産 

福利厚生 

施設 

遊休資産 

土地・建物 

29

構築物 

44

器具及び備品 

68

電話加入権他 

89

遊休資産 ー 土地・建物 

7

その他 

3

（減損損失を認識した資産グループと減損損

失計上額の固定資産の種類毎の内訳） 

（回収可能価額の算定方法） 

 回収可能価額は、事業部別の事業用資産及

び賃貸用資産については使用価値又は正味売

却価額を適用し、遊休資産・売却予定資産に

ついては正味売却価額を適用している。な

お、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを5%で割り引いて算出しており、正味売

却価額については不動産鑑定評価基準に基づ

く鑑定評価額を使用している。 

グループ 用途 種類 

金額 

(百万円) 

売却予定 

資産 

賃貸用資産 

福利厚生 

施設 

遊休資産 

土地・建物 

513

遊休資産 ー 土地・建物 

276

その他 

1

※７．関係会社株式評価損 

 カネボウシルクドブラジルＳＡ、カネボウ

ベルタッチ㈱、カネボウ化成㈱、ベルエイシ

ー㈱の株式を評価減したものである。 

※７．関係会社株式評価損 

 カネボウ物流㈱、カネボウ・サンディジェ

ーム㈱他6社の株式を評価減したものであ

る。 

※７．関係会社株式評価損 

 カネボウシルクドブラジルＳＡ、㈱ショッ

プエンドショップス、カネボウ物流㈱他5社

の株式を評価減したものである。 

※８．   ───── ※８．   ───── ※８．債権放棄損 

   債権放棄損は債務超過状態である関係会社

（カネボウ合繊㈱、カネボウ繊維㈱他4社）

に対し債権放棄を実施したものである。 

※９．貸倒引当金繰入額 

 債務超過状態の子会社に対する回収懸念債

権につき貸倒引当金を計上したものである。 

※９．   ───── ※９．貸倒引当金繰入額 

 債務超過状態の子会社に対する回収懸念債

権につき貸倒引当金を計上したものである。 

※10．   ───── ※10．子会社清算損 

 カネボウベルタッチ㈱他3社を清算したこ

とによるものである。 

※10．子会社清算損 

 子会社清算損はベルテキスタイル㈱、㈱ベ

ルテックス、化粧品地区販社9社他8社を清算

したことによるものである。 

 



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） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

※11．構造改善費用 

  (百万円)

（１）共通部門 64

主なもの  

設備関連費用 44

退職費用 10

※11．構造改善費用 

  (百万円)

（１）天然繊維事業 201

主なもの  

事業撤収費用 192

（２）ファッション事業 6,125

主なもの  

事業撤収費用 4,254

子会社撤収費用 1,848

（３）合繊事業 1,299

主なもの  

子会社撤収費用 1,078

（４）食品事業 2,692

主なもの  

椎茸事業撤収費用 2,397

（５）共通部門他 3,363

主なもの  

電子関連事業撤収費用 533

その他事業撤収費用 730

福利厚生施設撤収費用 492

土地設備撤去関連費用 1,286

計 13,682

※11．構造改善費用 

構造改善費用の内訳は次のとおりである。 

  (百万円)

（１）天然繊維事業 779

在庫評価損 399

退職給付費用 289

海外子会社撤収費用 90

（２）ライフサポート事業 296

事業撤収費用 296

（３）ファッション事業 79

主なもの  

店舗等撤収費用 78

（４）合繊事業 24

事業撤収費用 24

（５）共通部門他 1,966

主なもの  

資産鑑定調査費用 711

設備廃棄関連費用 289

計 3,147

 12．減価償却実施額  12．減価償却実施額  12．減価償却実施額 

  

有形固定資産 

 百万円

557

無形固定資産  150

  

有形固定資産 

 百万円

410

無形固定資産  104

  

有形固定資産 

 百万円

1,078

無形固定資産  278



（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) 

機械及

び装置 

(46) 

78 

(25) 

49 

(20) 

28 

工具・

器具及

び備品 

(832) 

3,046 

(462) 

1,685 

(370) 

1,360 

その他 
(20) 

90 

(10) 

56 

(10) 

34 

合計 
(899) 

3,215 

(498) 

1,791 

(401) 

1,423 

 
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) 

機械及

び装置 

(17) 

24 

(9) 

17 

(7) 

7 

工具・

器具及

び備品 

(612) 

2,417 

(421) 

1,346 

(191) 

1,070 

その他 
(12) 

21 

(6) 

11 

(5) 

9 

合計 
(641) 

2,463 

(437) 

1,375 

(204) 

1,087 

 
取得価額

相当額 

(百万円) 

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円) 

機械及

び装置 

(20) 

45 

(11) 

30 

(9) 

14 

工具・

器具及

び備品 

(693) 

2,746 

(427) 

1,613 

(265) 

1,133 

その他 
(13) 

82 

(5) 

58 

(7) 

24 

合計 
(726) 

2,873 

(444) 

1,702 

(282) 

1,171 

（注） 取得価額相当額は、支払利息相当

額を控除したものである。 

 なお、（ ）書きで記載している金額

は、子会社が使用している設備に係わるも

のであり、内数である。 

（注） 取得価額相当額は、支払利息相当

額を控除したものである。 

 なお、（ ）書きで記載している金額

は、子会社が使用している設備に係わるも

のであり、内数である。 

（注） 取得価額相当額は、支払利息相当

額を控除したものである。 

 なお、（ ）書きで記載している金額

は、子会社が使用している設備に係るもの

であり、内数である。 

（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 

  
(百万円)

(177)

１年内  610 

  (231)

１年超  850 

  (409)

合計  1,460 

  
(百万円)

(122)

１年内  420 

  (87)

１年超  693 

  (209)

合計  1,114 

  
(百万円)

(141)

１年内  515 

  (147)

１年超  687 

  (288)

合計  1,203 

（注）（ ）書きで記載している金額は、

子会社が使用している設備に係わるもので

あり、内数である。 

（注）（ ）書きで記載している金額は、

子会社が使用している設備に係わるもので

あり、内数である。 

（注）（ ）書きで記載している金額は、

子会社が使用している設備に係わるもので

あり、内数である。 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

  
(百万円)

(108)

支払リース料  526 

  (103)

減価償却費相当額  492 

  (4)

支払利息相当額  34 

  
(百万円)

(75)

支払リース料  283 

  (72)

減価償却費相当額  265 

  (2)

支払利息相当額  16 

  
(百万円)

(200)

支払リース料  875 

  (190)

減価償却費相当額  818 

  (8)

支払利息相当額  52 

（注）（ ）書きで記載している金額は、

子会社が使用している設備に係わるもので

あり、内数である。 

（注）（ ）書きで記載している金額は、

子会社が使用している設備に係わるもので

あり、内数である。 

（注）（ ）書きで記載している金額は、

子会社が使用している設備に係るものであ

り、内数である。 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

（５）利息相当額の算定方法 

 リース料相当額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっている。 

（５）利息相当額の算定方法 

同    左 

（５）利息相当額の算定方法 

同    左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

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） 

前事業年度 

（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 

 △８円３９銭 

１株当たり純資産額 

△７０円７７銭 

１株当たり純資産額 

      △１５５円８５銭 

１株当たり中間純利益金額 

      ６３１円０１銭 

１株当たり中間純損失 

           １２４円２０銭 

１株当たり当期純利益 

       ３，７６２円４８銭 

 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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、1株当たり中間純損失が計上

されているため記載していない。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

       ３，２４５円５７銭 

 （追加情報) 

当社は、平成16年10月1日付で発行済株式(普

通株式)について10株を１株の割合で併合し

ている。 

なお、当該株式併合が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間会計期間における１株当

たり情報については、以下のとおりである。 

１株当たり純資産額 

 △８３円９２銭 

１株当たり中間純利益 

      ６，３１０円１２銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

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。 

（追加情報) 

当社は、平成16年10月1日付で発行済株式(普

通株式)について10株を１株の割合で併合し

ている。 

なお、当該株式併合が前期首に行われたと仮

定した場合の前事業年度における１株当たり

情報については、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 

△６，３５３円６４銭 

１株当たり当期純損失 

 ２，６２９円６６銭 

 
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株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失    

中間（当期)純利益又は中間純損失(△)（百万

円） 
322,795 △15,588 291,070 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中間純

損失(△)（百万円） 
322,795 △15,588 291,070 

期中平均株式数（千株） 511,552 125,505 77,361 

（うち、普通株式） 511,552 51,016 51,117 

（うち、Ｃ種類株式） － 74,489 26,243 

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益    

中間(当期)純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） － － 12,320 

（うち、Ａ種類株式） － － 6,160 

（うち、Ｂ種類株式） － － 6,160 



（重要な後発事象） 

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) 

(営業譲渡及び資産譲渡) 

 当社グループは、事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的として、以下の営業譲渡契約及び資産譲渡契約を締結した。

個々の締結内容は以下のとおりである。 

１．営業譲渡契約 

２．資産譲渡契約 

(資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合） 

 平成16年8月25日開催の当社取締役会の決議に基づき平成16年10月1日付をもって、資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合を

下記の通り実施した。なお、資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合は、産業活力再生特別措置法第12条の11第1項及び第5項に

基づき、取締役会で決議した。 

１．資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合の目的 

 当社は、平成16年5月31日に株式会社産業再生機構の支援決定を受けた当社の「事業再生計画」に基づき、経営再建を進めている。同

計画の目的である財務体質の抜本的改善の一環として、資本構成の是正と資本の欠損の填補を図るため、資本、資本準備金及び利益準備

金の減少を行い、当社普通株式の株式併合により発行済株式総数の適正化を図る。 

２．資本、資本準備金及び利益準備金の減少の要領 

（１）資本金の減少 

１）減少すべき資本の額 

 資本の額31,341,873,870円を31,241,873,870円減少する。減少した資本の額(31,241,873,870円)は全額、資本の欠損の填補に

充てる。 

２）資本の減少の方法 

 株主への払戻し及び当社発行済株式総数の減少を伴わない無償の減資とする。 

契約会社名 相手方会社名 
譲渡対象及び事業規模 

（平成16年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

当社、 

カネボウベルタッチ株式会社 
伸和株式会社 

全ての事業(布製ファスナー事業) 

（6億円） 

平成16年11月4日      

平成17年3月1日(予定) 

当社、 

カネボウ繊維株式会社 
三甲株式会社 

カネボウ繊維株式会社羊毛事業 

（102億円） 

平成16年11月11日     

平成16年12月20日     

当社、 

カネボウ合繊株式会社 
株式会社倉元製作所 ベルエース事業（27億円） 

平成16年12月1日      

平成17年3月1日(予定) 

当社、 

カネボウ合繊株式会社 
エア・ウォーター株式会社 ベルパール事業（12億円） 

平成16年12月16日      

平成17年3月1日(予定)  

当社 日東紡績株式会社 テキストグラス事業（23億円） 
平成16年12月22日      

平成17年3月1日(予定)  

契約会社名 相手方会社名 
譲渡対象及び事業規模 

（平成16年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

当社 睦化学工業株式会社 
医用材料事業に係わる資産 

（1億円） 

平成16年10月20日     

平成16年12月21日     

当社、 

カネボウ合繊株式会社 
東レ株式会社 

「ラクトロン」に係わる特許権他 

（17億円） 

平成16年10月27日     

平成16年12月20日     



（２）資本準備金及び利益準備金の減少 

１）減少すべき資本準備金及び利益準備金の額 

 資本準備金の額14,518,249,214円を全額(14,518,249,214円)減少する。利益準備金の額5,042,599,482円を4,239,846,916円減

少する。減少した資本準備金の額(14,518,249,214円)及び利益準備金の額(4,239,846,916円)は全額、資本の欠損の填補に充て

る。 

３．株式併合の要領（株式の併合の方法） 

 普通株式の発行済株式総数512,835,576株について、株式10株を1株に併合することにより、51,283,557株とする。なお、併合の結果1

株に満たない端数を生じた場合には、一括して売却または買受けし、その代金を株主に按分配布する。 

４．資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合の日程 

５．当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年度における1株当たり情報並びに当期首に行われたと

仮定した場合の当中間会計期間における1株当たり情報は、それぞれ以下の通りとなる。 

取締役会決議日 平成16年8月25日 

株券提出最終期日  平成16年9月30日 

株券提出期間 自 平成16年8月27日 

至 平成16年9月30日 

債権者異議申述最終期日 平成16年9月30日 

資本、資本準備金及び利益準備金の減少、株式併合の効力発生日 平成16年10月1日 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

1株当たり純資産額 

 △4,073円28銭

1株当たり純資産額 

 △83円92銭

1株当たり純資産額  

 △6,353円64銭

1株当たり中間純損失 

 331円29銭

1株当たり中間純利益 

 6,310円12銭

1株当たり当期純損失 

 2,629円66銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、1株当たり中間純損失

が計上されており、また、潜在株式が存

在しないため記載していない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、1株当たり当期純損失

が計上されており、また、潜在株式が存

在しないため記載していない。 



  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) 

（営業譲渡、株式譲渡及び基本合意） 

 当社グループは、事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的として、営業譲渡契約及び株式譲渡契約の締結並びに営業譲渡

の基本合意をしている。個々の内容は以下のとおりである。 

  １）営業譲渡契約 

  ２）株式譲渡契約 

 上記以外に、当社が保有するＫＢセーレン株式会社（セーレン株式会社51％、当社49％出資）株式は、セーレン株式会社が合弁契約に基

づきオプション権を行使したことから、平成17年10月14日に同社へ売却している。 

  ３）営業譲渡の基本合意 

契約会社名 相手方会社名 
譲渡対象及び事業規模 

（平成17年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

当社 
株式会社キッドブルー（株式会社

カドリールニシダの子会社） 
インナー事業（20億円） 

平成17年10月20日    

平成17年11月 1日    

当社、 

カネボウアグリテック株式会社 
和歌山県シイタケ企業組合 椎茸事業（58億円） 

平成17年11月21日    

平成17年12月31日(予定) 

譲渡する株式の会社名 相手方会社名 
譲渡対象会社の事業内容等 

（平成17年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

カネボウ菊池電子株式会社 同社経営陣（ＭＢＯ） 半導体検査事業（17億円） 
平成17年10月 6日    

平成17年11月 1日    

カネボウ物流株式会社 是則運輸倉庫株式会社 保険事業（3億円） 
平成17年11月 9日    

平成18年 2月 1日(予定) 

カネボウストッキング株式会社 福助株式会社 
ストッキング、靴下の製造・販売 

(63億円) 

平成17年11月30日    

平成18年 1月31日(予定) 

カネボウ不動産株式会社 

カネボウホリデイ株式会社 
インタープラネット株式会社 不動産業(49億円) 

平成17年12月 2日    

平成18年 1月31日(予定) 

契約会社名 相手方会社名 
譲渡対象及び事業規模 

（平成17年3月期売上高） 

基本合意締結日 

譲渡実行予定日 

当社 
株式会社ライカ 

株式会社デサント 

カネボウ・サン ディジェーム株式

会社(当社100%出資)が営むランバン

ブランドのライセンス事業 

（42億円） 

平成17年12月14日      

平成18年 2月 1日(予定) 



 前事業年度末（平成17年3月31日) 

 （証券取引所上場廃止） 

 当社は過去５期分（平成11年度から平成15年度）の有価証券報告書の虚偽記載等の問題で、平成17年5月12日に東京証券取引所より、

また同年5月24日に大阪証券取引所より、当社株式を上場廃止する旨の通知を受け、同年6月13日付で上場廃止となりました。 

 当社は再生を目指す中で、過去の経営や事業運営の改善を図るべく平成16年４月に設置した「経営浄化調査委員会」から、過去の事業

年度における不適正な会計処理等の問題の指摘を受けて、過去５期間（平成11年度から平成15年度）の決算内容を精査しました。その結

果判明した不適正な会計処理等を正すため当該５期間の決算内容の修正を行い、平成17年4月13日に開示し、同年4月28日開催の臨時株主

総会において、個別決算書類の承認をいただきました。 

 東京証券取引所及び大阪証券取引所は、当社が行った過去の複数年度における有価証券報告書の虚偽記載は、投資者の証券市場に対す

る信頼を著しく毀損するものと認められるとの理由から、当社株式の上場を廃止する決定を行った次第であります。 

 （繊維素材事業の合弁契約） 

 当社はセーレン株式会社と、セーレン株式会社が51％・当社が49％出資する合弁会社（KBセーレン株式会社）を設立し、カネボウ繊維

株式会社が営む綿事業及び合繊事業、カネボウ合繊株式会社が営むポリエステル事業及びナイロン事業の一部を営業譲渡する契約を平成

17年６月１日に締結しました。 

 （株式譲渡） 

当社グループは、事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的として、以下の株式譲渡契約を締結しました。 

 （損害賠償請求訴訟の提起） 

 当社は、平成16年10月28日の「経営浄化調査委員会」の調査結果を受けて、当社の対応につき検討してまいりましたが、平成17年6月

27日開催の監査委員会及び取締役会で、興洋染織問題について元取締役2名を被告とする損害賠償請求を行うことを決定し、東京地方裁

判所に同日付で損害賠償請求訴訟を提起いたしました。当社アクリル繊維の主要販売先であった興洋染織株式会社（毛布の製造・販売）

に対し、当社は平成10年より支援を行っておりましたが、平成12年3月末時点において同社再建の見込がないことが明らかになっていた

にもかかわらず支援を継続し、当社に多額の損害を生じさせたのは当該取締役の善管注意義務違反であったと判断し、10億円の損害賠償

請求を行うものです。 

 （第三者割当増資） 

 株式会社カネボウ化粧品（以下、カネボウ化粧品）と当社は、平成17年６月６日開催の両社取締役会において、平成17年７月下旬を目

処に、当社が200億円の第三者割当増資（種類株式の発行）を実施し、カネボウ化粧品が全額引き受けることを決議いたしました。 

 なお、その内容は、「第５経理の状況 １．連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」の項をご参照下さい。 

譲渡する株式の会社名 相手方会社名 
譲渡対象会社の事業内容等 

（平成17年3月期売上高） 

契約締結日 

譲渡実行日 

株式会社エルビー（埼玉） アサヒビール株式会社 チルド飲料事業（123億円） 
平成17年4月27日    

平成17年5月11日    

株式会社 

  ショップエンドショップス 

有限会社 

  S.Sホールディングス  

紳士服・婦人服・子供服の小売 

(20億円) 

平成17年5月25日    

平成17年6月 8日    



(2）【その他】 

 該当事項なし。 



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）臨時報告書 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告書 

 平成17年12月21日関東財務局長に提出。 

(2）半期報告書の訂正報告書 

 中間会計期間（第88期中）（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 平成17年12月26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】 

該当事項なし。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成１６年１２月２２日

カ ネ ボ ウ 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 大庭 四志次  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 秋山  卓司  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 松本   実  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」に掲げられているカネ

ボウ株式会社の平成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、カネボウ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。 

  

追記情報 

(1)会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準の適用が認

められることとなったため、この会計基準を適用し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されているとおり、会社は事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的とした営業

譲渡契約及び資産譲渡契約を締結した。また、会社は産業活力再生特別措置法第１２条の１１第１項及び第５項に基

づき、平成１６年８月２５日開催の取締役会で平成１６年１０月１日付をもって資本、資本準備金及び利益準備金の

減少並びに株式併合を決議した。 

  

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

  

以 上

（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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 

 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成１７年１２月２２日 

カ ネ ボ ウ 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 大庭 四志次  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 秋山  卓司  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 松本   実  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」に掲げられているカネ

ボウ株式会社の平成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、カネボウ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 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的として、営業

譲渡契約及び株式譲渡契約の締結並びに営業譲渡の基本合意を行った。 

  

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

  

以 上

（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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 

 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成１６年１２月２２日

カ ネ ボ ウ 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 大庭 四志次  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 秋山  卓司  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 松本   実  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」に掲げられているカネ

ボウ株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第８８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、カネボウ株式会社の平成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。 

  

追記情報 

(1)会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準の適用が認めら

れることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

(2)重要な後発事象に記載されているとおり、会社は事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的とした営業

譲渡契約及び資産譲渡契約を締結した。また、会社は産業活力再生特別措置法第１２条の１１第１項及び第５項に基

づき、平成１６年８月２５日開催の取締役会で平成１６年１０月１日付をもって資本、資本準備金及び利益準備金の

減少並びに株式併合を決議した。 

  

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

  

以 上

（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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 

 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成１７年１２月２２日 

カ ネ ボ ウ 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 大庭 四志次  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 秋山  卓司  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 松本   実  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」に掲げられているカネ

ボウ株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第８９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、カネボウ株式会社の平成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 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は事業再生計画に基づく事業ポートフォリオの再編を目的として、営業

譲渡契約及び株式譲渡契約の締結並びに営業譲渡の基本合意を行った。 

  

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

  

以 上

（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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 
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