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１. 18年 5月期の連結業績（平成 17年 6月 1日 ～ 平成 18年 5月 31日）
(1)連結経営成績 （記載金額百万円未満は切捨てて表示しております）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年  5月期 31,514 △0.9 1,421 △2.8 1,459 △1.7

17年  5月期 31,804 0.0 1,462 3.5 1,484 3.0

  
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益

自 己 資 本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売 上 高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年  5月期 845 △2.2 100.28 - 7.2 7.2 4.6

17年  5月期 865 7.2 98.49 - 8.0 7.7 4.7

(注)①持分法投資損益 18年  5月期     △10 百万円　　　17年  5月期     0 百万円 

     ②期中平均株式数（連結） 18年  5月期     8,434,233 株　　　17年  5月期     8,434,649 株 

     ③会計処理の方法の変更　　　無

     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年  5月期 20,926 12,205 58.3 1,447.14

17年  5月期 19,504 11,235 57.6 1,327.99

(注)期末発行済株式数（連結） 18年  5月期     8,433,993 株　　　17年  5月期     8,434,533 株 

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年  5月期 1,013 △ 232 △ 184 3,725

17年  5月期 867 △ 344 △ 228 3,110

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
　　　連結子会社数　　2 社　　　持分法適用非連結子会社数　　- 社　　　持分法適用関連会社数　　1 社　　　

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
　　　連結（新規）　　- 社　　　（除外）　　- 社　　　　　持分法（新規）　　- 社　　　（除外）　　- 社　　　

２. 19年 5月期の連結業績予想（ 平成 18年 6月 1日  ～  平成 19年 5月 31日 ）

百万円 百万円 百万円

中 間 期 16,572 754 423

通　期 32,897 1,289 723

　（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   85 円 80 銭 

   ※ 上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の7ページをご参照ください。

　　なお、記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。

　　実際の実績などは、業績の変化により予想数値と異なる場合があります。

売　　上　　高 経　常　利　益 当 期 純 利 益

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期　末　残　高

自己資本比率 １株当たり純資産純  資  産総  資  産

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益

当 期 純 利 益
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平成１８年５月期 決算短信（連結） 

 

企業集団の状況 

 

 当社の企業集団は、子会社 2 社、関連会社 2 社、およびその他の関係会社１社で構成され、

主たる事業として「紙・不織布事業」を行っております。 

 

紙・不織布の事業 （出資率 100%)　農業用機材および資材の製造業

（出資率 50%)　不織布製品の加工業

（出資率 50%)　商品の企画・開発
無印 　連結子会社

※１ 　関連会社で持分法適用会社

※２ 　関連会社で持分法非適用会社
（出資率 36.1%) 不動産賃貸業

※３ 　その他の関係会社

※２

㈱小津商店

ｱｽﾞﾌｨｯﾄ㈱

※３

オヅテクノ㈱ 日本プラントシーダー㈱

㈱旭小津

小津産業㈱

（出資率 100%) 不織布製品の加工業

※１

注）１．当社はオヅテクノ㈱、および㈱旭小津に不織布製品の加工を委託しております。 

  ２．当社と日本プラントシーダー㈱との間には不織布製品の売買取引があります。 

  ３．当社および㈱旭小津は、㈱小津商店から不動産の賃借をしております。 

    ４．当社はアズフィット㈱に家庭紙の一部商品の企画・開発を委託しております。 

５．㈱ぴたっこ（非連結子会社で持分法非適用会社）は、平成 17 年 8 月31 日付で解散いたしました。 

 

 

１．経営方針 

 （１）経営の基本方針 

 当社グループ(当社、連結子会社、および持分法適用会社、以下同じ)は、『伝統とは継続

的な開拓の歴史』との認識のもと、お客様の満足や喜びを第一に考え、消費者ニーズの変化

に対応しながら顧客満足のソリューションを提供する提案型機能商社として、株主価値の増

大を図り、企業価値を高めてゆくことを基本方針としております。 

 企業間競争がますます厳しくなる環境下においても、業歴の中で培った伝統力、革新力、

付加価値力の 3 つの柱を機軸に、新しい付加価値を創出し、社会へ提供することによって顧

客の信頼を勝ち取れる体制構築を目指してまいります。 

 具体的には、当社の中長期計画を推進する上で優位性が発揮できる市場を見定め、必要な

投資および新規商品の開拓を進めることによって、着実な成長が図れるよう努力してまいる

所存であります。 
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 （２）利益配分に関する基本方針 

 当社は株主に対する利益還元を経営の最重要政策と考えており、安定した業績拡大を図っ

て利益配分を継続することを基本方針としております。また内部留保資金につきましては、

今後の事業展開、機能強化のための資金需要に備えてまいります。 

なお、当期の期末配当金は 1 株当たり 22 円を予定しております（普通配当 20 円および

記念配当 2 円）。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方および方針 

 当社の 1 単元の株式数は 100 株であり、現在の株価水準から判断いたしますと、当面の

ところ投資単位の引き下げが必要とは考えておりません。 

 しかしながら、株主の皆様が投資しやすい金額で当社グループの経営に参加していただけ

るよう、株価の推移などを勘案しながら、今後も投資単位の引き下げに関する検討を重ねて

まいります。 

  

（４）目標とする経営指標 

 当社では、連結業績に対する目標経営指標を次の通り定め、これを重視して経営活動を行

っております。 

① ＲＯＡ 4.5％ 

② ＲＯＥ 9.0％ 

 なお、平成 18 年 5 月期の連結 ROA は 4.2％、ROE は 7.2％となっております。 

 

 （５）中長期的な経営戦略 

 当社では利益率を向上し、財務体質を強化することによってステークホルダーの皆様のご

期待にお応えできるよう、平成 16 年 5 月期～平成 18 年 5 月期までの 3 ヵ年の中期経営計

画を推進いたしました。 

 3 ヵ年の個別戦略の結果につきましては、以下の通りとなっております。 

   ○高付加価値商品の提供（売上総利益率の向上） 

 平成 16 年 5 月期～平成 18 年 5 月期までの売上総利益率（連結）の推移は以下の

通りであります。 

平成 16 年 5 月期 17.6％ 

平成 17 年 5 月期 18.5％ 

平成 18 年 5 月期 18.5％ 

 不織布部門では、エレクトロニクス分野、コスメティック・農業・素材関連向けの

コンシューマー分野、およびメディカル分野の 3 セグメントに区分し、各分野に様々

な製品を開発提供いたしました。 

 家庭紙・日用雑貨部門では、消費者の嗜好の変化や価格動向に迅速に対応し、また

自社ブランド商品販売を行って、利益率の向上を図りました。 
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    ○ローコストオペレーションの推進（費用の削減） 

 平成 16 年 5 月期～平成 18 年 5 月期までの、販売費及び一般管理費の売上高比率

（連結）の推移は以下の通りであります。 

平成 16 年 5 月期 13.2％ 

平成 17 年 5 月期 13.9％ 

平成 18 年 5 月期 14.0％ 

 システムの導入や設備投資、また人員の補強などの施策を実施した結果、販売費及

び一般管理費の売上高比率を改善することはできませんでしたが、次世代の経営に必

要な資源を効果的に整備してまいりました。 

 

   ○グローバルマーケティングの展開 

 平成 16 年 5 月期～平成 18 年 5 月期までの、海外で使用された不織布製品の売上

高の推移は以下の通りであります。 

平成 16 年 5 月期 16 億 73 百万円 

平成 17 年 5 月期 17 億 22 百万円 

平成 18 年 5 月期 17 億 70 百万円 

 エレクトロニクス関連産業の製造拠点が海外に展開していることを背景に、特に中

国や東南アジア地区の不織布製品の販売が好調に推移いたしました。 

 当社グループの海外体制は、営業拠点であるシンガポール支店、香港支店、マレー

シアの不織布製品の協力工場、中国への窓口である武漢事務所の 4 拠点であり、現地

需要への迅速な対応を図り、また欧米企業を含む海外マーケットの開拓を行いました。 

 平成 18 年 5 月期の、海外で使用された不織布製品の売上高実績は 17 億 70 百万円

であり、不織布部門の売上高全体の 14.1％を占めております。 

 

    ○棚卸資産の圧縮 

 平成 16 年 5 月期～平成 18 年 5 月期までの棚卸資産額（連結）は以下の通りであ

ります。 

平成 16 年 5 月期 13 億 26 百万円 

平成 17 年 5 月期 12 億 88 百万円 

平成 18 年 5 月期 13 億 88 百万円 

商品の在庫量、リードタイムの改善を行って適正在庫水準を追求し、キャッシュフ

ローの改善を図ってまいりました。平成 18 年 5 月期におきましては、期末に一部製

紙メーカーによる家庭紙（ティシュペーパー、トイレットペーパー）の価格修正のニ

ュースによって特需が発生したことを受け、政策的な仕入対応を行ったことなどによ

り、一時的な在庫増となりました。 

 

 当社は平成 18 年 6 月 20 日、家庭紙事業の経営統合を目的として、株式会社紙叶の株式取

得に関する基本合意の締結を行いました。次期以降の中長期的な経営戦略の詳細につきまし

ては、家庭紙部門における事業計画が確定次第、速やかにお知らせいたします。 
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 中長期的な戦略の大枠といたしましては、1 つ目に新しい分野へのチャレンジや新規製品

の開発、また少子高齢化や環境配慮型の提案営業を織り込んだ営業拡大施策、2 つ目は、メ

ーカーの統合やユーザーの提携に対応できるシステムの改新や物流業務改善など、営業基盤

を強化する施策とする予定であります。 

なお、平成 18 年 6 月 20 日の発表資料中、株式会社紙叶との経営統合の目的について記載

しておりますので、あらためて以下に表します。 

【株式会社紙叶の株式取得に関する基本合意の目的】 

① 家庭紙に特化した専門卸としてのリーディングカンパニーを目指すべく両社の事業

の経営統合を目指す。 

② 関東圏を中心にシェアの拡大を図り、強固な事業基盤を確立する。 

③ 物流網の整理、管理業務の集約化等の合理化を通じ、一層のローコストオペレーシ

ョンを実現し、競合他社との競争力、収益力を強化する。 

④ 統合効果により企業価値を増大させるとともに、社会的信用を一層向上させ、従業

員、取引先、株主との信頼関係をより強固なものにする。 

 

 （６）対処すべき課題 

 当社は、自社の優位性が発揮できる市場を見定め、必要な投資および新規商品の開拓を進

めることによって業績向上を図ってまいりますが、競合他社との競争が激化する中、差別化

を進めて収益力を確保することを最重要課題と位置づけております。 

また、業務の適正を確保するための体制の整備、内部統制の強化、CSR 体制の整備を行

って経営の健全性、安全性の向上に努めてまいります。  

 

 （７）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等                   （平成 18 年 5 月 31 日現在） 

親会社等の商号 

または名称 
属 性 

親会社等の 
議決権所有割合 

（％） 

親会社等が発行する 
株券が上場されている 

証券取引所等 

株式会社小津商店 

上場会社が他の会社の 

関連会社である場合に 

おける当該他の会社 
36.1 ― 

②親会社等の企業グループにおける当社の位置付けと親会社等の関係 

 株式会社小津商店は、当社議決権の 36.1％を保有しており、平成 18 年 5 月 31 日現

在当社の筆頭株主であります。 

 同社は主に不動産賃貸業を行っており、当社グループは同社から不動産の賃借をし

ておりますが、その取引は近隣家賃相場と同等金額での契約となっております。 

 また、当社の代表取締役 2 名が同社の取締役（うち 1 名は代表取締役）を兼任して

おりますが、当社は卸売業に属しており事業の関連性が少ないこと、また金銭貸借関

係も存在しないことなどから、当社の親会社等からの独立性は確保されていると認識

しております。 
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 （８）その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 

 

２．経営成績および財政状態 

 （１）経営成績 

 当社は、外部環境に左右されにくい企業体質を構築するべく、中期経営計画の実行体制の

下、市場ニーズの変化に迅速に対応し、高付加価値商品の提供に努めました。 

当連結会計年度の売上高は 315 億 14 百万円（前期比 0.9％減）、経常利益は 14 億 59 百万

円（前期比 1.7％減）、当期純利益は 8 億 45 百万円（前期比 2.2％減）となりました。 

 当連結会計年度の売上高を商品部門別に見ますと、次の通りであります。 

【不織布部門】 

 不織布部門の販売先のうち、エレクトロニクス産業におきましては、液晶などのデジタル

家電の設備投資が引き続き盛んであったものの、当社不織布製品の販売は前期のオリンピッ

ク需要の水準をカバーできなかったこと、また他社競合品との競争が激化したことなどによ

り、売上高は対前期で微増にとどまりました。 

 不織布部門のメディカル分野では、主力製品である医用不織布ガーゼや、新規のお産用デ

ィスポーザブル製品の販売が好調であり、売上高は前期を上回りました。 

 不織布部門のコンシューマー分野では、食品産業や農業向けの販売が好調であった一方、

コスメティック向けや、不織布原反の販売が減少したことにより、売上高は前期を下回りま

した。 

 これらの結果、不織布部門全体の売上高は 125 億 61 百万円となり、前期比で 1.0％の減

少となりました。 

【家庭紙・日用雑貨部門】 

 家庭紙・日用雑貨部門では、家庭紙（ティシュペーパー、トイレットペーパー）の市場価

格が期首の予想を下回る状況が続いたこと、また前期における花粉の大量飛散による家庭紙

やマスクの需要を上回ることができなかったことなどにより、売上高は 172 億 30 百万円と

なり、前期比で 0.4％の減少となりました。 

 なお、平成 18 年 5 月に一部製紙メーカーによる家庭紙の価格修正が発表され、特需が発

生いたしましたが、当連結会計年度の業績への寄与は限定的なものとなりました。 

【洋紙・紙製品部門】 

 洋紙・紙製品部門では、製紙メーカーを中心とした代理店の統合、また卸商の系列化が進

んだ中、付加価値の高い最終製品の供給を図っております。既存顧客を中心に新しい商材を

提案し、建て直しを図っておりますが、売上高は 14 億 17 百万円となり、前期比で 6.0％減

となりました。 

【和紙部門】 

 和紙部門は、文化教室やギャラリー、当社の歴史を展示した史料館を併設し、幅広い層の

お客様に対して商品とサービスを提供しながら、和文化の継承という当社のメセナ（文化貢

献）の役割を担っております。 

当部門の売上高は 1 億 79 百万円となり、前期比で 3.9％減となりましたが、平成 17 年 1
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月の店舗リニューアル以降、セール開催を中心とした集客戦略から転換し、良質の和紙商品

をお客様に提供した結果、利益額は前期を上回りました。 

  
（２）次期の見通し 

 国内景気は回復基調から拡大へとさらに改善しており、今後は好転する市場内における企

業間競争へと変わりゆくことが予想されます。 

このような環境下において、当社グループでは営業力を一層強化し、特にグローバルマー

ケティングの拡大、および商品企画力の向上を図って企業価値を高めてまいります。 

前述いたしました通り、当社は平成 18 年 6 月 20 日、株式会社紙叶との家庭紙事業の経

営統合を目的として、同社の株式取得に関する基本合意の締結を行いました。これを実現す

ることにより家庭紙事業に欠かせないローコストオペレーションの推進、および市場ニーズ

にマッチした商品企画提案、さらに物流サービスの向上など、競合他社に対する競争力強化

を果たしてまいります。 

 平成 19 年 5 月期の通期の連結業績予想といたしましては、売上高 328 億 97 百万円、経

常利益 12 億 89 百万円、当期純利益 7 億 23 百万円を見込んでおりますが、株式会社紙叶の

子会社化が実現した場合、連結業績予想が変更となることが見込まれます。連結業績予想の

変更が確定した際は速やかにお知らせいたします。 

 

 （３）財政状態 

 当連結会計年度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・フロー増加額が 10 億 13 百万円（前年同期比 1 億 45 百万円増）、投資活動に

よるキャッシュ・フロー減少額が 2 億 32 百万円（前年同期比 1 億 12 百万円の減）、財務活

動によるキャッシュ・フロー減少額が 1 億 84 百万円（前年同期比 43 百万円の減）となり、

当連結会計年度末の残高は 37 億 25 百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの増減の要因は次の通り

であります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は 10 億 13 百万円（前年同期比 1 億 45 百万円増）となりま

した。これは主に、税金等調整前当期純利益が 15 億 7 百万円計上されたことなどによるも

のであります。一方、法人税等の支払額が 5 億 4 百万円あったこと、およびたな卸資産が 1

億円増加したことなどにより、その一部が相殺されています。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 2 億 32 百万円（前年同期比 1 億 12 百万円減）となりま

した。これは、主に有形固定資産取得による支出が 2 億 57 百万円あったことを反映したも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 1 億 84 百万円（前年同期比 43 百万円減）となりました。

これは主に配当金の支払額が 1 億 67 百万円あったこと、および、社債の償還が 3 億円あっ

たものの社債発行が 2 億 97 百万円あったことを反映したものであります。 
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キャッシュ・フロー指標のトレンドは、下表の通りであります。 

平成15年5月期 平成16年5月期 平成17年5月期 平成18年5月期

自己資本比率（％） 50.2 54.2 57.6 58.3

時価ベースの自己資本比率（％） 32.7 46.8 63.6 71.6

債務償還年数（年） 2.4 4.2 3.0 2.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 29.2 21.0 31.9 39.3

   （注）1．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出 

   （注）2．自己資本比率：自己資本／総資産 

   （注）3．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

        ＊株式時価総額：期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式数控除後） 

   （注）4．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   （注）5．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

        ＊営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動に 

         よるキャッシュ・フローの数値 

        ＊利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額 

 

（４）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状況等に影響を与える可能性のあるリスク、および投資家

の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を以下の通り記載いたします。 

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

判断したものであります。 

（不織布部門） 

①販売先が属する業界の需要動向、市況による影響  

当社グループの不織布部門における主力製品は、エレクトロニクス、半導体業界および

医療業界向けであり、同業界の需要動向、市況などは業績に大きな影響を与えます。 

②製品品質 

当社グループの不織布製品の多くは、素材を旭化成せんい㈱より仕入れ、当社グループ

の加工関係会社 2 社で製品化しております。 

加工関係会社では十分な品質管理を行っておりますが、製品やサービスに関する不良欠

陥が発生しないという保証はなく、大規模な製品クレームが発生した場合、製品回収や

製造物責任賠償などに関する費用が発生し、当社グループの業績および財政状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

③災害による影響 

素材の主要仕入先である旭化成せんい㈱、または当社グループの加工関係会社 2 社が

大規模な地震などの災害により損害を被った場合、操業中断によるメーカーからの素材

供給量の低下、もしくは当社グループ内の製品加工子会社の生産能力が減退することに

より、売上高、利益が減少いたします。 

また、設備の修復のための費用の増加により、当社グループの業績および財政状態に悪
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影響を及ぼす可能性があります。 

④海外市場の動向 

当社グループのエレクトロニクス用不織布ワイパーは、海外での販売の比重が年々増加

しており、国内の加工関係会社 2 社以外にマレーシアの協力工場においても生産を行

い、東南アジア、中国などを中心に販売を行っております。 

従いまして、当社が販売を行っている各国において政治、経済、社会情勢の変化などの

予期せぬ事象が発生し、販売活動に支障が生じた場合、当社グループの業績および財政

状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

（家庭紙・日用雑貨部門） 

当部門は、ティシュペーパー、トイレットペーパー、ヘアーケア商品など一般消費者向

けの商品を取り扱っております。従いまして、当部門の業績は消費動向や天候などの要

因によって影響を受ける可能性があります。 

 

（為替相場の変動による影響） 

当社グループは、マーケットの拡大が期待されるアジア地区における生産供給体制の確

立と強化を図っており、今後も海外取引の比重は高まる傾向にあります。 

外貨建ての輸出または輸入取引に関連して、為替相場の大幅な変動による影響を受けた

場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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連結財務諸表等 

(１)連結貸借対照表 

  前連結会計年度 
（平成 17 年５月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 18 年５月 31 日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額 
（千円） 

構成比 
(％) 

金額 
（千円） 

構成比 
(％) 

増減 
（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

1．現金及び預金   3,009,840   3,624,449   

2．受取手形及び売掛金   7,282,894   7,277,529   

3．有価証券   100,782   110,935   

4．たな卸資産   1,288,470   1,388,539   

5．繰延税金資産   39,441   65,805   

6．その他   416,281   471,438   

7．貸倒引当金   △16,433   △2,260   

流動資産合計   12,121,277 62.1  12,936,438 61.8 815,160 

         

Ⅱ 固定資産         

1．有形固定資産         

(1)建物及び構築物 ※2 5,408,968   5,659,778    

減価償却累計額  2,534,049 2,874,919  2,733,906 2,925,872   

(2)機械装置及び運搬具  378,360   358,408    

減価償却累計額  323,631 54,729  311,221 47,186   

(3)土地 ※2  1,739,793   1,739,430   

(4)その他  130,082   127,271    

減価償却累計額  81,304 48,778  87,190 40,080   

有形固定資産合計   4,718,219 24.2  4,752,570 22.7 34,350 

         

2．無形固定資産         

(1)その他   16,251   16,522   

無形固定資産合計   16,251 0.1  16,522 0.1 270 

         

3．投資その他の資産         

(1)投資有価証券 ※1,2  1,691,024   2,232,918   

(2)長期貸付金   46,686   47,301   

(3)繰延税金資産   17,629   17,574   

(4)その他   939,700   969,655   

(5)貸倒引当金   △46,426   △46,193   

投資その他の資産合計   2,648,614 13.6  3,221,256 15.4 572,641 

固定資産合計   7,383,085 37.9  7,990,348 38.2 607,262 

資産合計   19,504,363 100.0  20,926,787 100.0 1,422,423 
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  前連結会計年度 

（平成 17 年５月 31 日） 
当連結会計年度 

（平成 18 年５月 31 日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額 
（千円） 

構成比 
(％) 

金額 
（千円） 

構成比 
(％) 

増減 
（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

1．支払手形及び買掛金 ※2  4,457,074   4,435,346   

2．短期借入金   1,055,000   1,020,000   

3．一年内返済予定長期借

入金 
※2  79,444   43,444   

4．一年内償還予定社債 ※2  300,000   300,000   

5．未払法人税等   239,798   429,156   

6．賞与引当金   29,382   30,017   

7．役員賞与引当金   －   37,300   

8．その他   476,492   514,360   

流動負債合計   6,637,192 34.0  6,809,624 32.6 172,432 

         

Ⅱ 固定負債         

1．社債   1,100,000   1,100,000   

2．長期借入金 ※2  77,566   134,122   

3．繰延税金負債   175,240   394,226   

4．退職給付引当金   75,206   79,253   

5．役員退職慰労引当金   132,031   142,068   

6．その他   71,834   62,300   

固定負債合計   1,631,880 8.4  1,911,970 9.1 280,090 

負債合計   8,269,072 42.4  8,721,595 41.7 452,522 

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   － －  － － － 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※4  1,322,214 6.8  － － △1,322,214 

Ⅱ 資本剰余金   1,374,758 7.0  － － △1,374,758 

Ⅲ 利益剰余金   8,097,785 41.5  － － △8,097,785 

Ⅳ その他有価証券評価差

額金 
  441,191 2.3  － － △441,191 

Ⅴ 自己株式 ※5  △659 △0.0  － － 659 

資本合計   11,235,290 57.6  － － △11,235,290 

負債、少数株主持分及び

資本合計 
  19,504,363 100.0  － － △19,504,363 
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  前連結会計年度 

（平成 17 年５月 31 日） 
当連結会計年度 

（平成 18 年５月 31 日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額 
（千円） 

構成比 
(％) 

金額 
（千円） 

構成比 
(％) 

増減 
（千円） 

（純資産の部）         

Ⅰ株主資本         

1． 資本金   － －  1,322,214 6.3 1,322,214 

2．資本剰余金   － －  1,374,758 6.6 1,374,758 

3．利益剰余金   － －  8,740,578 41.7 8,740,578 

4．自己株式   － －  △1,534 △0.0 △1,534 

株主資本合計   － －  11,436,017 54.6 11,436,017 

Ⅱ 評価・換算差額等         

1．その他有価証券評価差

額金 
  － －  769,174 3.7 769,174 

評価・換算差額等合計   － －  769,174 3.7 769,174 

Ⅲ 少数株主持分   － －  － － － 

純資産合計   － －  12,205,192 58.3 12,205,192 

負債純資産合計   － －  20,926,787 100.0 20,926,787 
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（２）連結損益計算書 

  前連結会計年度 
（自平成 16 年 ６月 １日 

至平成 17 年 ５月 31 日） 

当連結会計年度 
（自平成 17 年 ６月 １日 

至平成 18 年 ５月 31 日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額 
（千円） 

百分比 
(％) 

金額 
（千円） 

百分比 
(％) 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高   31,804,369 100.0  31,514,745 100.0 △289,623 

Ⅱ 売上原価   25,930,806 81.5  25,688,212 81.5 △242,594 

売上総利益   5,873,562 18.5  5,826,532 18.5 △47,029 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1        

1．荷造運搬費  1,041,031   1,048,489    

2．貸倒引当金繰入額  －   89    

3．役員報酬  236,242   215,880    

4．給料手当  1,038,229   1,038,695    

5．賞与引当金繰入額  34,570   27,943    

6．役員賞与引当金繰入

額 
 －   37,300    

7．委託料  287,475   284,697    

8．福利厚生費  154,187   162,472    

9．役員退職慰労引当繰
入額  34,075   19,836    

10．退職給付費用  91,111   41,537    

11．減価償却費  170,850   174,327    

12．賃借料  291,130   242,608    

13．その他  1,031,980 4,410,884 13.9 1,110,825 4,404,704 14.0 △6,180 

営業利益   1,462,677 4.6  1,421,828 4.5 △40,849 

Ⅳ 営業外収益         

1．受取利息  2,318   1,815    

2．受取配当金  19,387   28,828    

3．仕入割引  20,806   18,703    

4．持分法による投資利

益 
 686   －    

5.為替差益  －   20,307    

6．その他  21,946 65,146 0.2 13,169 82,823 0.3 17,677 

Ⅴ 営業外費用         

1．支払利息  28,288   24,372    

2．売上割引  3,157   3,170    

3．社債発行費  2,235   2,094    

4．持分法による投資損

失 
 －   10,909    

5．為替差損  7,654   －    

6．その他  2,209 43,544 0.1 4,739 45,287 0.2 1,742 

経常利益   1,484,279 4.7  1,459,364 4.6 △24,914 
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  前連結会計年度 
（自平成 16 年 ６月 １日 

至平成 17 年 ５月 31 日） 

当連結会計年度 
（自平成 17 年 ６月 １日 

至平成 18 年 ５月 31 日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額 
（千円） 

百分比 
(％) 

金額 
（千円） 

百分比 
(％) 

増減 
（千円） 

Ⅵ 特別利益         

1．貸倒引当金戻入益  4,354   14,496    

2．保険金収入  58,412   82,700    

3．その他  1,571 64,337 0.2 1,487 98,683 0.3 34,345 

Ⅶ 特別損失         

1．固定資産売却損 ※2 31,009   －    

2．固定資産除却損 ※3 45,641   9,666    

3．解約損害金  －   40,968    

4．ゴルフ会員権評価損 ※4 9,473 86,123 0.3 80 50,715 0.1 △35,408 

税金等調整前当期純利益   1,462,493 4.6  1,507,332 4.8 44,839 

法人税、住民税及び事業
税 

 530,670   693,981    

法人税等調整額  66,818 597,489 1.9 △32,431 661,549 2.1 64,060 

当期純利益   865,003 2.7  845,783 2.7 △19,220 

         

 

（３）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

前連結会計年度（自 平成 16 年６月１日 至 平成 17 年５月 31 日） 

区分 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,374,758 

Ⅱ 資本剰余金期末残高  1,374,758 

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  7,425,009 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

1．当期純利益 865,003 865,003 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

1．配当金 151,827  

2．取締役賞与金 40,400 192,227 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  8,097,785 
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連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自平成 17 年 ６月 １日 至平成 18 年 ５月 31 日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 17 年５月 31 日 残高 

（千円） 
1,322,214 1,374,758 8,097,785 △659 10,794,098 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △168,690  △168,690 

利益処分による役員賞与   △34,300  △34,300 

当期純利益   845,783  845,783 

自己株式の取得    △874 △874 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
     

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － 642,792 △874 641,918 

平成 18 年５月 31 日 残高 

（千円） 
1,322,214 1,374,758 8,740,578 △1,534 11,436,017 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 17 年５月 31 日 残高 
（千円） 

441,191 441,191 11,235,290 

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当   △168,690 

利益処分による役員賞与   △34,300 

当期純利益   845,783 

自己株式の取得   △874 

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 

327,983 327,983 327,983 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

327,983 327,983 969,901 

平成 18 年５月 31 日 残高 
（千円） 

769,174 769,174 12,205,192 
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(４)連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前連結会計年度 

(自 平成16年６月 １日 

至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年６月 １日 

至 平成18年５月31日) 

対前年比 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  1,462,493 1,507,332  

減価償却費  230,872 241,465  

貸倒引当金の増減額(減少:△)  △15,931 △14,406  

賞与引当金の増減額(減少:△)  1,483 634  

役員賞与引当金の増減額(減少:△)  － 37,300  

退職給付引当金の増減額(減少:△)  △43,445 4,046  

役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)  △32,224 10,036  

受取利息及び受取配当金  △21,706 △30,643  

支払利息  28,288 24,372  

為替差損益(差益:△)  3,307 △18,340  

持分法による投資損益（利益：△）  △686 10,909  

保険金収入  △58,412 △82,700  

有形固定資産売却損益（利益：△）  31,009 △523  

有形固定資産除却損  45,641 9,666  

ゴルフ会員権評価損  9,473 80  

売上債権の増減額(増加:△)  337,114 5,364  

たな卸資産の増減額(増加:△)  37,874 △100,068  

仕入債務の増減額(減少:△)  △234,807 △21,727  

未払消費税等の増減額(減少:△)  12,616 △14,274  

その他資産の増減額(増加:△)  △115,817 △63,469  

その他負債の増減額(減少:△)  △68,731 41,328  

役員賞与の支払額  △40,400 △34,300  

その他  △3,118 1,712  

小 計  1,564,893 1,513,795 △51,097 

利息及び配当金の受取額  22,990 30,198  

利息の支払額  △27,212 △25,776  

法人税等の支払額  △692,912 △504,624  

営業活動によるキャッシュ・フロー  867,759 1,013,594 145,835 
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前連結会計年度 

(自 平成16年６月 １日 

至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年６月 １日 

至 平成18年５月31日) 

対前年比 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △464,409 △257,115  

有形固定資産の除却による支出  △9,401 △9,539  

有形固定資産の売却による収入  50,611 2,839  

有価証券の償還による収入  35,000 －  

投資有価証券の取得による支出  △28,608 △16,019  

投資有価証券の売却による収入  994 －  

長期貸付金の貸付による支出  △10,530 △10,000  

長期貸付金の回収による収入  4,765 6,352  

保険金の受取額  111,327 82,700  

保険積立金取得による支出  △30,458 △30,438  

その他  △4,238 △1,218  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △344,946 △232,439 112,506 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額(減少:△)  △95,000 △35,000  

長期借入金の借入による収入  － 100,000  

長期借入金の返済による支出  △79,444 △79,444  

社債の発行による収入  397,765 297,905  

社債の償還による支出  △300,000 △300,000  

自己株式の取得による支出  △382 △874  

配当金の支払額  △151,713 △167,456  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △228,775 △184,870 43,905 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △3,307 18,340 21,648 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)  290,729 614,625 323,896 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,819,894 3,110,623 290,729 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,110,623 3,725,249 614,625 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

(1)連結子会社の数  ２社 

連結子会社名 

オヅテクノ㈱ 

日本プラントシーダー㈱ 

(1)連結子会社の数  ２社 

連結子会社名 

オヅテクノ㈱ 

日本プラントシーダー㈱ 

１．連結の範囲に関する事項 

(2)非連結子会社の名称等 

㈱ぴたっこ 

㈱ぴたっこは、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、

重要性がないため、連結の範囲に含め

ないこととしております。 

(2)           ―――― 

(1)持分法を適用した関連会社 １社 

会社の名称・・・㈱旭小津 

(1)持分法を適用した関連会社 １社 

会社の名称・・・㈱旭小津 

(2)持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社   ２社 

会社の名称等・・・㈱ぴたっこ、アズフ

ィット㈱ 

持分法を適用していない非連結子会

社(㈱ぴたっこ)及び関連会社(アズフ

ィット㈱)は、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、重要

性がないため、持分法の適用範囲から

除外しており、当該会社に対する投資

については原価法により評価しており

ます。 

(2)持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社   １社 

会社の名称等・・・アズフィット㈱ 

持分法を適用していない関連会社ア

ズフィット㈱は、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、

重要性がないため、持分法の適用範囲

から除外しており、当該会社に対する

投資については原価法により評価して

おります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(3)持分法適用会社は、決算日が連結決算

日と異なるため、当該会社の事業年度に

係る財務諸表を使用しております。 

(3)              同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、日本プラントシーダ

ー㈱の決算日は2 月 28 日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

①有価証券 

  その他有価証券 

①有価証券 

同左 

    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、売却原価は移動

平均法により算定) 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

②デリバティブ取引 

  時価法 

②デリバティブ取引 

同左 

(１)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

③たな卸資産 

 主として移動平均法による原価法 

③たな卸資産 

         同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

①有形固定資産 

定率法 

ただし、平成 10 年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

す。 

建物及び構築物   3～50 年 

機械装置及び運搬具 2～15 年 

①有形固定資産 

        同左 

 

②無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっております。 

②無形固定資産 

        同左 

 

(２)重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

③長期前払費用 

定額法 

③長期前払費用 

同左 

(３)重要な繰延資産の処理方

法 

社債発行費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。 

社債発行費 

同左 

(４)重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

  債権の貸倒の損失に備えるため、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

ております。 

①貸倒引当金 

         同左 

 ②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

 ③       ――― ③役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるため、支給見

込額に基づき計上しております。 

 ④退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産に基づき、当連結会計年度末におい

て発生していると認められる額を計上し

ております。 
なお、退職給付債務を簡便法により計算

しているため、数理計算上の差異は発生し

ておりません。 

④退職給付引当金 

同左 

 ⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、

当社及び連結子会社のうち１社は役員退

職慰労金規程に基づく期末要支給額を計

上しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

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、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おります。 

同左  
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

(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おり

ます。 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

ただし、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップ取引については、特例処理を採用し

ております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

   金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

   借入金の支払金利 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

        同左 

③ヘッジ方針 

金利変動リスクの低減のため、対象債務

の範囲内でヘッジ取引を行っております。 

③ヘッジ方針 

        同左 

(７)重要なヘッジ会計の方法 

④ヘッジ有効性の評価方法 

財務部門でヘッジ対象とヘッジ手段の

損益が高い程度で相殺されている状態、ま

たはヘッジ対象のキャッシュ・フローが固

定されその変動が回避される状態が引き

続き認められるかどうか定期的に確認し

ております。 

ただし、金利スワップ取引においては、

特例処理の要件を満たしており、その判定

をもって有効性の判定としております。 

④ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

(８)その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理の方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理の方法 

同左  

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法を採用しております。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、原則と

して５年間の均等償却を行っております。 

同左 

７．利益処分項目等の取り扱

いに関する事項 

 連結剰余金計算書は連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。 

―――― 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、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

なっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成 14 年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

――――― （役員賞与引当金に関する会計基準） 

役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案決議により

未処分利益の減少として処理しておりましたが、当連結

会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成 17 年 11 月 29 日 企業会計基準第４

号）に基づき、発生した期間の費用として処理すること

としております。 

この結果、従来の方法と比較して営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ 37,300 千円減

少しております。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年

12 月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は 12,205,192  

千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成 17 年５月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 18 年５月 31 日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の

とおりであります。 
※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の

とおりであります。 
     投資有価証券（株式） 84,678 千円      投資有価証券（株式） 78,008 千円 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

は次のとおりであります。 
※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

は次のとおりであります。 
(ｲ)担保に供している資産 (ｲ)担保に供している資産 

       建物及び構築物 
投資有価証券 

227,828 千円 

42,150 千円 

       建物及び構築物 
       土地 

投資有価証券 

1,065,443 千円 

773,535 千円 

33,240 千円 計 269,978 千円 

計 1,872,219 千円   

(ﾛ)上記の担保に対する債務 (ﾛ)上記の担保に対する債務 
支払手形及び買掛金 465,673 千円 支払手形及び買掛金 398,626 千円 

一年内償還予定社債 300,000 千円 
長期借入金 
(一年内返済予定長期借入金を含む) 

41,566 千円 

長期借入金 
(一年内返済予定長期借入金を含む) 

49,011 千円 

計 814,685 千円 

計 440,192 千円 

  
３ 当座借越は次のとおりであります。 

当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行５行と当座借越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

３ 当座借越は次のとおりであります。 
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行５行と当座借越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座借越極度額 

借入実行残高 

5,550,000 千円 
900,000 千円 

当座借越極度額 

借入実行残高 

5,550,000 千円 
900,000 千円 

差引 4,650,000 千円 差引 4,650,000 千円 

  

※４ 発行済株式総数 
当社の発行済株式総数は、普通株式 8,435,225 株

であります。 

※４       ―――― 

※５ 自己株式 
 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 692 株

であります。 

※５       ―――― 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 ※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 

39,174 千円 47,476 千円 

※２ 固定資産売却損の内訳 ※２        ――― 

建物及び構築物 

その他 

30,953 千円 

55 千円 

計 31,009 千円 

  

※３ 固定資産除却損の内訳 ※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 

その他 

44,902 千円 

738 千円 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

その他 

9,539 千円 

120 千円 

6 千円 計 45,641 千円 

計 9,666 千円 

※４ ゴルフ会員権評価損 

ゴルフ会員権評価損には、貸倒引当金繰入額 383

千円を含めて表示しております。 

※４        ――― 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成17 年６月１日 至平成18 年５月31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計 

年度末株式数 
当期増加株式数 当期減少株式数 

当連結会計 

年度末株式数 
摘要 

発行済株式 

普通株式 

 

8,435,225 株 

 

－ 

 

－ 

 

8,435,225 株 

 

合計 8,435,225 株 － － 8,435,225 株  

自己株式 

普通株式 

 

692 株 

 

540 株 

 

－ 

 

1,232 株 

 

(注) 

合計 692 株 540 株 － 1,232 株  

(注)普通株式の自己株式の増加540 株は、単元未満買取による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金 

の総額 

１株あたり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 17 年８月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 168,690 千円 20 円 平成 17 年 5 月 31 日 平成 17 年８月 29 日 

 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

次のとおり決議を予定しております。 

決議予定 株式の種類 
配当金 

の総額 

配当 

の原資 

１株あたり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 18 年８月 25 日 

定時株主総会 
普通株式 185,547 千円 

利益 

剰余金 
22 円 

平成 18 年5 月

31 日 

平成 18 年8 月

28 日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 
(平成 17 年５月31 日現在) (平成 18 年５月31 日現在) 

  現金及び預金勘定 3,009,840 千円   現金及び預金勘定 3,624,449 千円 

  有価証券勘定 100,782 千円   有価証券勘定 110,935 千円 

株式及び償還期間が 3 ヶ月を

超える債権等 
－ 

株式及び償還期間が 3 ヶ月を

超える債権等 
△10,136 千円 

現金及び現金同等物 3,110,623 千円 現金及び現金同等物 3,725,249 千円 
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① リース取引関係 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額相

当額(千円) 

減価償却累

計額相当額

(千円) 

期末残高相

当額(千円)  

取得価額相

当額(千円) 

減価償却累

計額相当額

(千円) 

期末残高相

当額(千円) 

機械装置及

び運搬具 
589,947 372,213 217,734 

機械装置及

び運搬具 
482,166 339,174 142,992 

その他有形

固定資産 
213,852 112,306 101,545 

その他有形

固定資産 
101,881 61,503 40,377 

無形固定資

産 
55,572 34,837 20,734 無形固定資

産 
73,249 26,395 46,853 

 
計 859,372 519,357 340,015 

  
計 657,296 427,073 230,223 

 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

 一年内 

一年超 

124,346千円 

232,461千円 

  一年内 

一年超 

103,860千円 

137,823千円 

 

 合 計 356,808千円   合 計 241,683千円  

 
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、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 

減価償却費相当額  

支払利息相当額  

162,489 千円 

151,289 千円 

8,786 千円 

支払リース料 

減価償却費相当額  

支払利息相当額  

131,709 千円 

121,117 千円 

6,030 千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

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 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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② 有価証券関係 

（前連結会計年度）（平成17 年５月31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 

(千円) 

連結貸借対照表計

上額(千円) 

差額 

(千円) 

(1)株式 

(2)債券 

①国債・地方債等 

②社債 

③その他 

(3)その他 

603,680 

9,985 

9,985 

－ 

－ 

45,895 

1,377,023 

10,424 

10,424 

－ 

－ 

45,946 

773,342 

438 

438 

－ 

－ 

51 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

小計 659,561 1,433,393 773,832 

(1)株式 

(2)債券 

①国債・地方債等 

②社債 

③その他 

(3)その他 

130,217 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

100,385 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

△29,832 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

小計 130,217 100,385 △29,832 

合計 789,779 1,533,778 743,999 

（注）減損処理の基準……当連結会計年度末における時価が取得原価と比べて 50％以上下落したその他

有価証券についてはすべて、および当連結会計年度末における時価が 30％以

上50％未満下落しているその他有価証券については時価の推移及び発行会社

の財政状態等を勘案して回復可能性を判断し、回復する見込があると認めら

れた場合を除き減損処理を行っております。 

なお、当連結会計年度において対象となる銘柄はありません。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却損益の合計額の重要性が乏しいため記載を省略しております。 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 その他有価証券 

内容 連結貸借対照表計上額(千円) 

①非上場株式 

②中期国債ファンド 

③優先株式 

22,566 

100,782 

50,000 

 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 1 年以内 

(千円) 

1 年超 5 年以内 

(千円) 

5 年超 10 年以内 

(千円) 

10 年超 

(千円) 

１．債券 

 (1)国債・地方債等 

 (2)社債 

 (3)その他 

２．その他 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

10,424 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

合計 － 10,424 － － 
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（当連結会計年度）（平成18 年５月31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 

(千円) 

連結貸借対照表計

上額(千円) 

差額 

(千円) 

(1)株式 

(2)債券 

①国債・地方債等 

②社債 

③その他 

(3)その他 

671,425 

9,994 

9,994 

－ 

－ 

45,904 

1,988,049 

10,136 

10,136 

－ 

－ 

45,942 

1,316,624 

141 

141 

－ 

－ 

38 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

小計 727,324 2,044,128 1,316,804 

(1)株式 

(2)債券 

①国債・地方債等 

②社債 

③その他 

(3)その他 

78,482 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

58,769 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

△19,713 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

小計 78,482 58,769 △19,713 

合計 805,807 2,102,898 1,297,091 

（注）減損処理の基準……当連結会計年度末における時価が取得原価と比べて 50％以上下落したその他

有価証券についてはすべて、および当連結会計年度末における時価が 30％以

上 50％未満下落しているその他有価証券については時価の推移及び発行会社

の財政状態等を勘案して回復可能性を判断し、回復する見込があると認められ

た場合を除き減損処理を行っております。 

なお、当連結会計年度において対象となる銘柄はありません。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却損益の合計額の重要性が乏しいため記載を省略しております。 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 その他有価証券 

内容 連結貸借対照表計上額(千円) 

①非上場株式 

②中期国債ファンド 

③優先株式 

22,486 

100,799 

50,000 

 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 
 1 年以内 

(千円) 

1 年超 5 年以内 

(千円) 

5 年超 10 年以内 

(千円) 

10 年超 

(千円) 

１．債券 

 (1)国債・地方債等 

 (2)社債 

 (3)その他 

２．その他 

 

10,136 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

合計 10,136 － － － 
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③ デリバティブ取引関係 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

１．取引の内容 

  当社は、金利スワップ取引を利用しております。 

１．取引の内容 

           同左 

２．取引に対する取組方針 

  主として、リスクヘッジを目的としたデリバテ 

 ィブ取引を行うこととしており、投機的な取引は 

 行わない方針であります。 

２．取引に対する取組方針 

同左 

３．取引の利用目的 

  財務部門で、変動金利による借入金の支払利息 

 を固定金利化するために金利スワップ取引を行っ 

 ております。なお、デリバティブ取引を利用して 

 ヘッジ会計を行っております。 

３．取引の利用目的 

同左 

 (1)ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   金利スワップ取引 

  ヘッジ対象 

   借入金の支払金利 

 (1)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (2)ヘッジ方針 

   金利変動リスクの低減のため、対象債務の範 

  囲内でヘッジ取引を行っております。 

 (2)ヘッジ方針 

同左 

 (3)ヘッジ有効性評価の方法 

   財務部門でヘッジ対象とヘッジ手段の損益が 

  高い程度で相殺されている状態、又はヘッジ対 

  象のキャッシュ・フローが固定されその変動が 

  回避される状態が引き続き認められるかどうか 

  定期的に確認しております。 

ただし、金利スワップ取引においては、特例処

理の要件を満たしており、その判定をもって有効

性の判定としております。 

 (3)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

４．取引に係るリスクの内容 

  金利関連における金利スワップ取引は、市場金 

 利の変動によるリスクを有しておりますが、当該 

 取引の契約先は信用度の高い国内の銀行であるた 

 め、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リス 

 クはほとんどないと判断しております。 

４．取引に係るリスクの内容 

同左 

５．取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の実行及び管理は財務部が行 

 っており、その状況報告については取締役会にて 

 定期的に行っております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

同左 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  ヘッジ会計を適用しているため開示の対象から 

 除いております。 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 

           同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成17 年 5 月 31 日） 

 ヘッジ会計を適用しているため注記を省略しております。 

当連結会計年度（平成18 年 5 月 31 日） 

 ヘッジ会計を適用しているため注記を省略しております。 
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④ 退職給付 
 

１．採用している退職給付制度の概要 

前連結会計年度（自平成16 年６月１日 至平成 17 年５月31 日）及び当連結会計年度（自平成 17 年６

月１日 至平成18 年５月31 日） 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、厚生年金基金制度及び退職一

時金制度を設けております。 
当社及び連結子会社１社は厚生年金基金制度の他、従来の退職一時金制度の一部について、適格退職

年金制度に移行しております。当社及び連結子会社１社は、適格退職年金制度への移行部分が 85％と

なっております。 

なお、確定拠出型の制度として、当社は特定退職金共済制度へ加入しており、連結子会社１社は中小

企業退職金共済制度に加入しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
前連結会計年度 

(平成 17 年５月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成18年５月31日) 

(1) 退職給付債務(千円) △514,420 △562,445  

(2) 年金資産(千円) 439,266 580,918  

(3) 未積立退職給付債務(1)+ (2) (千円) △75,154 18,472  

(4) 会計基準変更時差異の未処理額(千円) － －  

(5) 未認識数理計算上の差異(千円) － －  

(6) 未認識過去勤務債務(千円) － －  

(7) 連結貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)+(6) (千円) △75,154 18,472  

(8) 前払年金費用（千円） 52 97,725  

(9) 退職給付引当金(7)-(8) (千円) △75,206 △79,253  

 

前連結会計年度 

（平成 17 年５月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 18 年５月 31 日） 

 

(注)１．当社及び連結子会社は、退職給付債務の

算定方法として簡便法を採用しており

ます。 

 

(注)１．      同左 

２．当社及び連結子会社２社が加入している

厚生年金基金制度は、総合設立型であり、

拠出に対応する年金資産の額を合理的に

計算することができないため、当該年金

基金への要拠出額を退職給付費用として

処理しております。なお、掛金拠出割合

により計算した平成 17 年５月 31 日現在

の年金資産の額は 989,088 千円でありま

す。 

２．当社及び連結子会社２社が加入している

厚生年金基金制度は、総合設立型であり、

拠出に対応する年金資産の額を合理的に

計算することができないため、当該年金

基金への要拠出額を退職給付費用として

処理しております。なお、掛金拠出割合

により計算した平成 18 年５月 31 日現在

の年金資産の額は 1,193,654 千円であり

ます。 
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３．退職給付費用に関する事項 

 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

(1) 勤務費用(千円) 46,198 △4,820  

(2) 利息費用(千円) － －  

(3) 期待運用収益(千円) － －  

(4) 過去勤務債務の費用処理額(千円) － －  

(5) 
数理計算上の差異の費用処理額

(千円) 
－ － 

 

(6) 
会計基準変更時差異の費用処理額

(千円) 
－ － 

 

(7) 臨時に支払った割増退職金(千円) － －  

(8) 厚生年金基金掛金拠出額(千円) 50,983 57,079  

(9) 退職給付費用(千円) 97,182 52,259  

(10) その他(千円) 3,689 3,197  

(11) 計(千円) 100,871 55,457  

 

 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月 １日 

 至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月 １日 

 至 平成 18 年５月31 日） 

(注)１．簡便法により算定した退職給付費用は、

(1)勤務費用に含めて計上しておりま

す。 

(注)１．      同左 

２．当連結会計年度において当社及び連結子

会社１社の確定拠出年金にかかる拠出額

を(10)その他に表示しております。  

２．      同左  
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⑤ 税効果会計 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前連結会計年度 

（平成 17 年５月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 18 年５月 31 日） 

繰延税金資産  (千円)  (千円)

貸倒引当金損金算入限度超過額  14,879  14,922 

賞与引当金損金算入限度超過額  12,139  12,405 

役員賞与引当金損金算入限度超過額  －  15,224 

退職給付引当金損金算入限度超過額  26,719  30,029 

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額  54,002  58,132 

未払事業税等否認  20,344  34,494 

ゴルフ会員権評価損否認  40,616  40,648 

投資有価証券評価損否認  7,808  7,808 

繰越欠損金  －  5,922 

未実現利益の税効果  1,763  － 

その他  6,365  16,232 

繰延税金資産小計  184,638  235,818 

評価性引当額  －  △16,827 

繰延税金資産計  184,638  218,991 

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金  △302,807  △527,916 

その他  －  △1,921 

繰延税金負債計  △302,807  △529,837 

繰延税金資産(負債：△)の純額  △118,169  △310,846 

     

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。 

 前連結会計年度 

（平成 17 年５月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 18 年５月 31 日） 

 (千円) (千円) 

流動資産―繰延税金資産 39,441 65,805 

固定資産―繰延税金資産 17,629 17,574 

流動負債―繰延税金負債 － － 

固定負債―繰延税金負債 175,240 394,226 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

前連結会計年度 

（平成 17 年５月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 18 年５月 31 日） 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
1.4％ 

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
△0.3％ 

住民税等均等割 0.6％ 

欠損金子会社の未認識税務利益 0.4％ 

持分法投資損失 0.3％ 

その他 0.8％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.9％ 

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が、法定実効税率の５％以下のため、注記

を省略しております。 
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⑥ セグメント情報 

１． 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自平成 16 年６月１日 至平成 17 年５月 31 日)及び当連結会計年度(自平成 17 年６月１

日 至平成18 年５月31 日) 

 紙・不織布事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び

全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

 

２． 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自平成 16 年６月１日 至平成 17 年５月 31 日)及び当連結会計年度(自平成 17 年６月１

日 至平成18 年５月31 日) 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

額に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

３． 海外売上高 

前連結会計年度(自平成 16 年６月１日 至平成 17 年５月 31 日)及び当連結会計年度(自平成 17 年６月１

日 至平成18 年５月31 日) 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

⑦ 関連当事者との取引 

前連結会計年度（自平成16 年６月1 日 至平成17 年５月31 日） 

取引内容 

属

性 
氏名 

住

所 

資本金 

（千円） 

事 業

の 内

容 又

は 職

業 

議 決 権

等 の 所

有(被所

有)割合

(％) 

役員

の兼

務等 

事業

上の

関係 

取引の内容 

取引 

金額 

（千円） 
科目 

期末 

残高 

（千円） 

有形固定資

産の交換 

交換 

金額 

420,000 

－ － 

有形固定資

産の取得 
44,641 

流動負債

その他 
15,373 

そ

の

他

の

関

係

会

社 

㈱小津

商店 

東

京

都

中

央

区 

398,879不 動 産

賃貸業 

直接 

36.1 

間接 

 6.2 

2 人 － 

有形固定資

産の売却 
15,800 － － 

（注）１．有形固定資産の交換、売却、取得は、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて決定しております｡ 

   ２．取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております｡ 

 

当連結会計年度（自平成17 年６月1 日 至平成18 年５月31 日） 

開示すべき事項はありません。 
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⑧ １株当たり情報 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

 

１株当たり純資産額 

 

１株当たり当期純利益金額 

 

 

1,327 円 99 銭 

 

98 円 49 銭 

 

１株当たり純資産額 

 

１株当たり当期純利益金額 

 

 

1,447 円 14 銭 

 

100 円 28 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式がないため記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

当期純利益(千円) 865,003 845,783 

普通株式に帰属しない金額(千円) 34,300 － 

(うち利益処分による役員賞与金) (34,300) （－） 

普通株式に係る当期純利益(千円) 830,703 845,783 

期中平均株数(株) 8,434,649 8,434,233 
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⑨ 重要な後発事象 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

―――― 株式取得について 
当社は、株式会社紙叶との間で、その関係者の保有

する紙叶の株式を譲り受けることに関し、基本合意を

締結いたしました。 
なお、その内容は次のとおりです。 

１．株式取得の目的 
経営統合による企業価値増大、社会的信用の向上を

目指し、家庭紙及び日用雑貨の卸事業に特化した専門

卸としてのリーディングカンパニーを目指し、関東圏

を中心に強固な事業基盤を確立し、物流・管理等の整

理・合理化を通じ、一層のローコストオペレーション

を実現し、競争力・収益力を強化することを目的とし

ます。 
２．基本合意書の概要 
（1） 株式取得のスキーム 

当社は株式会社紙叶の株式を取得し、子会社とい

たします。 
（2）株式取得の日程 

平成 18 年６月20 日 株式取得に係る基本合

意書締結 
平成 18 年８月 株式譲渡契約の締結（予

定） 
平成 18 年９月 株式の取得（予定） 

 
３．株式会社紙叶の概要 

(1)商号 株式会社紙叶 

(2)代表者 山田大介 

(3)所在地 東京都小平市上水本町二

丁目 11 番 30 号 

(4)設立年月日 昭和 42 年 12 月２日 

(5)事業内容 紙類の製造、販売並びに 

輸出入 

(6)決算期 ６月 30 日 

(7)従業員数 役員５名、正社員104 名 

パート 76 名 

(8)資本の額 30 百万円 

(9)売上高及び当期

純利益 

売上高     15,002 百万円 

当期純利益     53 百万円 

（平成 17 年６月期実績） 

(10)発行済株式数 60,000 株 

(11)株主構成 山田民夫 17,793 株（29.7%） 

山田大介 4,490 株（ 7.5%） 

山田両氏の関係者 

        30,377 株（50.6%） 
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生産、受注及び販売の状況 

(１)  生産の状況 

   該当事項はありません。 

(２) 受注の状況 

   該当事項はありません。 

(３) 販売の状況 

事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんので、事業部門別の販売実績を示すと、次のとおりで

あります。 

 

 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月 １日 

至 平成 17 年５月31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月 １日 

至 平成 18 年５月31 日） 

増減 

事業部門 
金額 

(千円) 

構成比 

(％) 

金額 

(千円) 

構成比 

(％) 

金額 

(千円) 

増減率 

(％) 

不織布 12,684,208 39.9 12,561,432 39.9 △122,775 △1.0 

家庭紙・日用雑貨 17,296,038 54.4 17,230,586 54.7 △65,451 △0.4 

洋紙・紙製品 1,507,420 4.7 1,417,326 4.5 △90,094 △6.0 

和紙 186,711 0.6 179,445 0.5 △7,266 △3.9 

その他 129,990 0.4 125,954 0.4 △4,035 △3.1 

計 31,804,369 100.0 31,514,745 100.0 △289,623 △0.9 

 （注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱セイジョー 3,598,954 11.3 3,466,965 11.0 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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連結子会社の状況 

会社の名称 住所 資本金 事業の内容 
議決権の 

所有割合 
関係内容 

千円 ①役員等の兼任 

当社役員中３名がその役員を兼務

している。 

②営業上の取引                 千円 

オヅテクノ㈱ 東京都

中央区 25,000 

不織布製品の

加工 

100％ 

  売上高 

仕入高 

34,170 

213,600 

千円 ①役員等の兼任 

当社役員中３名がその役員を兼務

している。 

②営業上の取引                 千円 

日本プラントシー

ダー㈱ 

東京都

中央区 85,000 

農業用機材及

び 資 材 の 製

造、販売(不織

布製品) 

100％ 

(100％) 

  売上高 252,394 

(注)１．日本プラントシーダー㈱の議決権の所有割合欄（ ）数字は、間接所有割合(内数)でオヅテクノ㈱

が所有しております。 

２．上記子会社のうちには、特定子会社はありません。 

３．上記子会社のうちには、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。 


