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１．平成18年８月期の連結業績（平成17年９月１日～平成18年８月31日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月期 14,340 0.1 3,785 0.7 3,883 0.8

17年８月期 14,329 △0.4 3,759 0.4 3,851 0.8

 当期純利益
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８月期 2,272 5.8 122 03  － 8.5 12.6 27.1

17年８月期 2,146 △2.6 113 42  － 8.4 13.0 26.9

（注）①持分法投資損益 18年８月期 －百万円 17年８月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年８月期 18,619,446株 17年８月期 18,619,451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、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年８月期 31,223 27,274 87.4 1,464 83

17年８月期 30,440 26,102 85.8 1,400 02

（注）①期末発行済株式数（連結） 18年８月期 18,619,446株 17年８月期 18,619,446株

(3)連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
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

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年８月期 1,911 △6,012 △1,116 10,773

17年８月期 2,699 △159 △744 15,990

(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 1社　持分法適用非連結子会社数 －社　持分法適用関連会社数 －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．平成19年８月期の連結業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

中間期 5,531  1,164  676  

通　期 14,650  3,929  2,306  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 123円86銭  

※　上記に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、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社（ナガイレーベン㈱）及び連結子会社１社により構成されており、各種メディカルウェアの企

画、製造、販売並びにシューズ等を販売しております。

　当社グループの事業内容及び当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

　なお、事業の種類別セグメント情報の記載は、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので省略して

おります。

メディカルウェア …… 当社は、自社企画・開発商品である看護職員及び介護従事者が使用するメ

ディカルウェアを、製造子会社であるナガイ白衣工業㈱から供給を受け、

販売しております。

また、当社は、一部のメディカルウェアについて、海外及び国内での生産

品をナガイ白衣工業㈱および一般取引先から購入し、販売しております。

シューズ ……………… 当社は、一般取引先から購入し、販売しております。

その他 ………………… 当社は、製造子会社であるナガイ白衣工業㈱から供給を受け、販売してお

ります。

また、一部の商品について、一般取引先から購入し、販売しております。

〔事業系統図〕

　当社グループについて図示すると次のとおりであります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （注） ※連結子会社 

             製品         商品 

 

得  

意  

先 

 
 
 
 
 

ナ ガ イ 白 衣 工 業 ㈱ ※ ナ ガ イ レ ー ベ ン ㈱ 

（ 製 造 会 社 ） （ 購 入 ・ 販 売 ） 
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２．経営方針

(1) 経営の基本方針

　当社グル－プは、メディカルウェアの企画・生産・販売を通じて、人の生命と健康に貢献する企業を目指しており

ます。

  生命と健康との関わりが最も深い医療・介護従事者と患者・高齢者の間にあって、医療とは何か、看護とは何か、

介護とは何かを奥深く理解することを原動力とし、より優れた製品を世に送り出す喜びを共感することを基本理念と

しております。加えて、より多くの投資家へ向けたＩＲ活動を積極的に行い、株主への利益還元の充実を経営の重要

課題のひとつと認識し、成長機会へのキャッシュの再投資、自社株買い及び配当によるキャッシュの還元の充実によ

り、企業価値の向上を図ることを経営の基本方針としております。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、従来より株主への利益還元の充実を経営の重要課題のひとつとして位置づけておりましたが、通年ベース

の配当性向を当社単体の純利益の5割程度とする方針を平成17年７月に定め、配当による株主への利益還元を重視す

る方針を明確にいたしました。　

　今後は、企業価値の向上のための成長機会への再投資も考慮しつつ、自社株買い等、株主への利益還元に努めてま

いります。

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、個人株主の増加を資本政策上の重要課題と認識し、利益還元の充実に努めてまいります。

　なお、投資単位の引き下げについては、株式市場の活性化のための有効な施策の一つと認識しておりますが、当社

としては、今後の株式市場の要請や当社株価の推移等を勘案しつつ対処してまいる所存であります。

(4) 中長期的な会社の経営戦略

① コアビジネスにおける高シェア確保

　当社のコアビジネスである病院・介護市場において、高感覚DCブランド商品や高機能商品等の高付加価値商品群

を商品企画開発の柱として商品ラインナップの充実を図るとともに、販促活動及びプロモーション活動を強化し、

医療・介護機関の買い替え需要を喚起いたします。特に、基盤の弱い中日本、西日本地域において、積極的な販促

活動を展開し、リース更新物件の確実な受注活動、新規物件獲得による市場シェアアップを推進してまいります。

② 周辺ビジネスにおける市場拡大

　手術市場においては、医療廃棄物削減が病院経営者の大きな課題となっておりますが、当社といたしましては米

国スタンダードテキスタイル社との技術提携を図り、再利用可能な環境対策医療資材商品の投入を行い、手術市場

におけるシェア拡大を図ります。

 患者市場においては、高まる予防医療のニーズに合わせ、利用者の視点に立った高感度、高機能商品の開発、市

場投入を行い、市場の成長を享受すべく努力を行ってまいります。

　海外市場においては、東アジアを中心として販売活動を行ってまいりました。価格的な壁もあり、まだまだ販売

金額は少ないものの、着実に市場での当社商品の認知度は高まっており、将来の大きな柱として育ててまいります。

③　新規ビジネスへの参入　

 将来の業容拡大を目指し、ヘルスケアや健康産業の市場領域において、当グループの強みである生産力を活かし

た事業を拡大すべく、新市場を模索、参入してまいります。

④ 国内・海外での生産施策

　国内生産においては、連結子会社のナガイ白衣工業㈱との連携を強化し、グループ全体の経営効率化を図り、小

ロット・多品種生産に対応する効率的な生産体制の確立と、高品質、高付加価値、短納期を目指します。

　国外生産においては、安定供給体制を基本としたクイックレスポンス体制を確立し、原価低減を図ってまいりま

す。

⑤ 企画・生産・販売の一貫体制による高利益率を維持

　当社グループといたしましては、企画・生産・販売の連携をより一層強化し、高利益率を維持する体質の向上に

取り組んでまいります。
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(5) 会社の対処すべき課題

　当社グループでは、厳しい経済環境のなか、遵法精神に基づいた顧客サービスの向上を経営上の課題ととらえ、以

下の諸施策を推進することにより市場での競争優位性の確保と更なるシェアアップを目指しております。

①　営業　　既存市場の深耕によるシェアアップ、周辺市場での業容拡大、新市場参入へ向けたマーケティング活動

及び時代に即した販売チャネルの構築

②　企画　　高機能性、高感性、高品質、環境保護を追求した高付加価値商品の企画開発

③　物流　　クイックレスポンス体制促進のための物流効率の見直し、コスト低減及び出荷精度の向上

④　生産　　製品の品質向上並びに短納期体制の確立及びコスト削減を重視した生産効率の見直し

⑤　管理　　企業価値の向上のための経営環境の変化に対応した意思決定のスピードアップ、事務効率の向上及び情

　　報の有効活用と情報管理の徹底のための環境整備

　これらの課題に対して、ＩＳＯマネジメントシステムを利用し、品質についてはＩＳＯ9001:2000の運用を徹底し、

継続的な顧客サービスと顧客ニーズを把握した商品提供を進めており、環境面においては、ＩＳＯ14001の運用に取

り組んでまいります。

(6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、コーポレート・ガバナンスに対する基本方針として、株主だけでなく顧客・取引先・地域社会・地球環境

に対して、好ましい存在であり、顧客や社会の支持を受け継続的な活動をすることにより経営と監督の質を高めてい

くことを基本方針としております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

(a)会社の機関の内容

　当社は、監査役制度を採用しており、取締役会は代表取締役１名、常務取締役１名、取締役３名、常勤監査役

１名、社外監査役２名の計８名で構成し、毎月定期的に開催しております。また、当社は、取締役により４本部

（管理本部・企画本部・営業本部・業務本部）を管理しており、取締役及び常勤監査役が出席する経営会議を毎

週開催しております。当社では、これらの会議を通じて、取締役の職務の執行を監視するとともに経営判断の早

期化に努めております。

(b)内部統制とリスク管理体制

　当社では、管理本部が主体となり、外部の専門家（弁護士・税理士等）と顧問契約を締結し、必要に応じて指

導助言を受けつつ、法令の遵守はもちろんのこと、関連の社内規程等を整備し、それに基づき各部門が業務を遂

行しております。また、社員教育を通じて遵法精神の高揚を図るとともに、リスクの低減、未然防止及び危機発

生時対応の徹底を図っております。

(c)内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　内部監査におきましては、監査担当部門が、監査役及び会計監査人と情報交換を行い、連携をとりながら、支

店往査等を通じた業務監査を実施しております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、当社及び子

会社の業務や財産の状況の調査等を実施するとともに、会計監査人や監査担当部門から適宜報告を受け、各監査

役間で意見交換を行っております。会計監査におきましては、会計監査業務を新日本監査法人に委嘱しており、

商法監査と証券取引法監査について監査契約を締結し、期中・期末監査のほか、会計に関する課題について随時

アドバイスを受けております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構

成については以下のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名

 指定社員　業務執行社員：　岩渕信夫、網本重之、中島康晴

・会計監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士　11名、会計士補　７名
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②会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　当社は社外取締役を選任しておりません。また、当社と社外監査役との間には利害関係はありません。

③コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における状況

　情報セキュリティの為のプロジェクトを立ち上げ、情報の有効活用と情報管理の徹底を目的とした環境整備に取り

組んでおります。

(7) 親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1) 経営成績 

【当期の概況】

　当連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益を背景とした設備投資の増加や所得の増加に支えられた個人消

費も堅調に推移し、景気は緩やかな上昇基調が見られたものの、ゼロ金利解除による金利上昇や原油価格の高騰によ

る素材価格への影響など景気の先行きが懸念される状況でもあります。

　医療・介護業界におきましては、医療制度改革関連法案の提出や介護保険制度導入後初めての介護保険法の改正な

ど、医療・介護費抑制のための抜本的制度改革に向けての施策が着実に進行してきており、業界は大きな転換期の

真っ只中に置かれております。　

　平成18年4月に施行された診療報酬の過去最大の3.16％のマイナス改定に加え、介護報酬も2.40％のマイナス改定

となるなど、医療・介護分野を取巻く経営環境はこれまで以上に大変厳しいものとなりました。　また、療養病床の

有料老人ホームや特別養護老人ホームへの大幅な転換方針、在宅療養支援診療所の新設、有料老人ホームの医療機関

の経営解禁など、医療と介護を包括した地域密着型のサービス提供が重要視されており、医療・介護のボーダレス化

は一層加速されてきております。　

　メディカルウェア業界におきましては、このような制度変更に伴う混沌とした状況の中、医療機関・介護施設の経

営悪化を受け、経費削減を目的とした買い控え現象が発生いたしました。特に、診療・介護報酬のダブルマイナス改

定が施行された４月以降この現象は顕著化し、市場性は一時的に減少傾向にあるものと思われます。　

　当社グループといたしましては、商品面では、ここ数年苦戦しているDCブランド分野に5年振りとなる新ブランド

「ケイタ マルヤマ」を投入するとともに、癒し・和みをコンセプトとした「ゆらぎ」シリーズへの新商品投入、主

に介護分野で好評を博している「ふわふわ」シリーズの新商品の拡充を行い、市場の活性化を図りました。

　営業面では、積極的な販促活動により新規物件の獲得に注力し、特に中日本以西におけるシェアアップに努めてま

いりました。また、手術分野で数年前より展開を始めました「コンペルパック」が、ようやく軌道に乗りつつありま

す。海外販売につきましても、数字はまだ小さいものの着実に市場に浸透し始めております。患者分野も安定して堅

調に推移することが出来ました。このような周辺市場は順調に推移したものの、主力市場である病院市場縮小の影響

を受け、売上高はほぼ前年並みとなりました。

　生産に関しましては、当社グループの効率的な短納期生産体制の推進を目的として平成17年10月より海外からの一

部直接輸入取引を開始いたしました。

　その結果、円安等のマイナス要因はあったものの、売上高総利益率は好転し、営業利益、経常利益とも前年同期に

比べ増加いたしました。当期純利益につきましては、前連結会計期間において減損損失を計上したため、前年同期に

比べ大幅に増加いたしました。

　　このような状況のもと、当連結会計期間の売上高につきましては、143億40百万円（前年同期比0.1%増）、営業

利益は37億85百万円（同0.7％増）、経常利益は38億83百万円（同0.8％増）、当期純利益は22億72百万円（同5.8％

増）を計上いたしました。

　なお、当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情

報の記載は省略しております。また、当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外

支店がないため、所在地別セグメント情報の記載事項はありません。
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【次期の見通し】

　次期におけるわが国経済は、原油価格の高騰の影響や金利上昇懸念等により、先行きは必ずしも楽観できないもの

と思われます。

　医療・介護業界におきましては、医療保険制度改革関連法案や薬価の毎年改定変更などの大きな改革が検討されて

おり、業界は大きな転換期の中、変革の時代が継続してまいります。

　それに伴い、医療・介護機関の経営環境は一層厳しさを増し、各機関は経営体質の強化や機能分化をさらに本格化

させるものと見られます。特に、急性期医療やリハビリ、介護予防給付など今後重点課題として政府が注力する分野

に向け、医療法人、社会福祉法人、民間営利企業等が、制度変更によりその枠を超え、医療・介護・福祉を包括した

サービス強化のため積極的な提携、連携を展開し、ますます業界のボーダレス化に拍車が掛かるものと予測されてお

ります。　

　メディカルウェア業界におきましては、厳しい環境下における医療・介護機関の買い控えも予想されるものの、第

６次看護職員需給見通しでの年率２％強の看護職員の供給見通しに加え、医療機関における看護職員配置最高基準の

引上げ実施に伴う看護職員増員が顕著化し、介護職員の増加とともにマンパワー増加の好材料も見受けられます。ま

た、医療・介護分野のボーダレス化を受け、ウェアもオーバーラップして使用されるなど、医療と介護市場の垣根を

越えたウェア提案が急務になるものと考えられます。　

　当社グループといたしましては、医療分野向けに新ブランド「37°」を、介護分野向けに新ブランド「ケア・ク

ルー」を、及びボーダレス化された医療・介護両分野向けに新たに「きらきら」シリーズを相次いで投入、積極的に

新たな提案を行ってまいります。手術分野に対しましては、「コンペルパック」の進展が期待され、大幅な売上増を

目指してまいります。

　また、新分野開拓を大きな経営課題と捉え、マーケティング活動の強化と業容拡大に繋げるべく営業活動を本格化

し、将来の磐石な体制作りに向けその礎を築くべく注力してまいりたいと考えております。

　生産に関しましては、国内においては高品質、高付加価値、短納期を目指し、海外においては原価低減と効率的な

短納期生産体制を推進してまいります。

　このような状況のもと、次期の業績の見通しにつきましては、売上高146億円50百万円（前連結会計年度比2.2％

増）、経常利益39億29百万円（同1.2％増）、当期純利益23億６百万円（同1.5％増）を予想しております。

(2) 財政状態

 【当期の資産、負債及び資本の状況】

　当連結会計年度末の総資産は312億23百万円となり、前期比７億83百万円の増加となりました。

　流動資産は248億93百万円となり、前期比12億60百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が166億73

百万円と前期比６億82百万円増加したこと等によるものであります。

　固定資産は63億29百万円となり、前期比４億77百万円の減少となりました。

①有形固定資産は54億35百万円となり、前期比１億71百万円の減少となりました。これは主に、減価償却の実施額２

億49百万円等によるものであります。

②無形固定資産は93百万円となり、前期比29百万円の増加となりました。

③投資その他の資産は８億円となり、前期比３億35百万円の減少となりました。これは、主に売却による投資有価証

券の減少額２億42百万円等によるものであります。

　負債の合計額は39億49百万円となり、前期比３億88百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金

等の減少による流動負債の減少３億44百万円及び固定負債の減少44百万円によるものであります。

　純資産は、当期純利益を22億72百万円計上したこと及び配当金11億17百万円の実施等により272億74百万円となり、

前期比11億71百万円の増加となりました。

　以上により、流動比率は705.2％と前期比95.2ポイントの上昇となりました。自己資本比率は、87.4％と前期比1.6

ポイントの上昇となりました。
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【当期のキャッシュ・フローの状況】

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は107億73百万円となり、前連結会計年

度末より52億17百万円（前連会計年度は17億99百万円の増加）減少いたしました。

　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要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した資金は19億11百万円（前連結会計年度は26億99百万円）となりました。

　主な要因は、税金等調整前当期純利益38億52百万円（同35億61百万円）、減価償却費２億75百万円（同２億83

百万円）等による増加と、たな卸資産の増加額２億33百万円（同99百万円の減少）、仕入債務の減少額３億59百

万円（同１億58百万円の増加）、法人税等の支払額15億91百万円（同14億86百万円）等による減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は60億12百万円（同１億59百万円）となりました。

　主な要因は、定期預金の払戻に対する預入の超過支出額59億円等による減少であります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は11億16百万円(同７億44百万円)となりました。

  これは、配当金の支払額11億16百万円（同７億44百万円）による減少であります。 

【次期のキャッシュ・フローの見通し】

　次期のキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益は39億円程度を見込んでおり、営業活動によ

るキャッシュ・フローは、25億円程度の増加となると予想しております。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、12億円程度の減少となると予想しております。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、11億円程度の減少となると予想しております。

　以上の結果、次期の現金及び現金同等物は、当連結会計年度末より約２億円程度増加する見通しであります。
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【キャッシュ・フロー指標のトレンド】

第54期

平成15年８月期

第55期

平成16年８月期

第56期

平成17年８月期

第57期

平成18年８月期

自己資本比率（％） 82.7 85.2 85.8 87.4

時価ベースの自己資本比率（％） 94.3 121.4 137.3 147.6

債務償還年数（年） － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 138,460.8 117,003.7 234,623.0 －

※　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

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

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

3. 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・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。

(3)事業等のリスク　

　当社グループの経営成績、財政状態に影響を与えうるリスクには以下のようなものがあります。但し、当社グルー

プに関するすべてのリスクを網羅したものではありません。

 ①　カントリーリスク　

　当社グループでは、一部の商品については海外で縫製されております。海外の生産拠点において、政治・経済

情勢の悪化、政変、治安の悪化、テロ・戦争の発生により生産活動に問題が生じた場合には、経営成績に悪影響

を及ぼす可能性があります。

 ②　為替リスク　

　当社グループでは、輸入決済を外貨建てとしております。長期先物予約により為替リスクを軽減するための手

段を講じておりますが、急激な為替レートの変動は経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

③　天災リスク　

　当社グループでは、生産・販売・物流のネットワークシステム及び生産ラインの中断による潜在的なリスクを

回避するため、データのバックアップ及び災害防止検査と設備点検を実施しておりますが、天災等ににより売上

の低下、コストの増加を招き、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４．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８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８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 15,990,342  16,673,224   

２．受取手形及び売掛金 4,596,670 4,601,005  

３．たな卸資産 2,870,468 3,104,383  

４．その他 177,224 516,300  

貸倒引当金 △1,842 △1,473  

流動資産合計 23,632,863 77.6 24,893,440 79.7 1,260,576

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 5,069,559 5,084,968  

減価償却累計額 2,699,108 2,370,451 2,804,309 2,280,659  

(2）機械装置及び運搬具 1,738,694 1,724,882  

減価償却累計額 1,124,991 613,702 1,192,628 532,254  

(3）土地 2,558,051 2,558,051  

(4) 建設仮勘定 － 250  

(5）その他 312,086 327,130  

減価償却累計額 247,665 64,420 262,772 64,357  

有形固定資産合計 5,606,626 18.4 5,435,572 17.4 △171,053

２．無形固定資産 64,700 0.2 93,723 0.3 29,022

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券  640,131 397,722  

(2）その他 499,889 402,992  

貸倒引当金 △3,902 △13  

投資その他の資産合計 1,136,119 3.8 800,701 2.6 △335,417

固定資産合計 6,807,445 22.4 6,329,997 20.3 △477,447

資産合計 30,440,309 100.0 31,223,438 100.0 783,129
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前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８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 2,269,344 1,910,034  

２．未払法人税等 1,163,700 1,178,378  

３．賞与引当金 81,180 80,752  

４．その他 359,824 360,770  

流動負債合計 3,874,050 12.7 3,529,934 11.3 △344,115

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 250,973 260,365  

２．役員退職慰労引当金 111,980 123,020  

３．その他 100,570 35,814  

固定負債合計 463,523 1.5 419,200 1.3 △44,323

負債合計 4,337,573 14.2 3,949,135 12.6 △388,438

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 － － － － －

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※１ 1,925,273 6.3 － － △1,925,273

Ⅱ　資本剰余金 2,358,190 7.8 － － △2,358,190

Ⅲ　利益剰余金 22,417,648 73.6 － － △22,417,648

Ⅳ　その他有価証券評価差　
額金

48,671 0.2 － － △48,671

Ⅴ　自己株式 ※２ △647,048 △2.1 － － 647,048

資本合計 26,102,735 85.8 － － △26,102,735

負債、少数株主持分及
び資本合計

30,440,309 100.0 － － △30,440,309
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前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８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 － － 1,925,273 6.2 1,925,273

２．資本剰余金 － － 2,358,190 7.6 2,358,190

３．利益剰余金 － － 23,537,514 75.4 23,537,514

４．自己株式 － － △647,048 △2.1 △647,048

株主資本合計 － － 27,173,929 87.1 27,173,929

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価
　　差額金

－ － 96,950 0.3 96,950

２．繰延ヘッジ損益 － － 3,422 0.0 3,422

評価・換算差額等合計 － － 100,373 0.3 100,373

純資産合計 － － 27,274,303 87.4 27,274,303

負債純資産合計 － － 31,223,438 100.0 31,223,438
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(2) 連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８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 14,329,355 100.0 14,340,873 100.0 11,517

Ⅱ　売上原価 8,273,432 57.7 8,237,265 57.4 △36,167

売上総利益 6,055,923 42.3 6,103,608 42.6 47,685

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  

１．荷造運送費 226,416 223,239  

２．広告宣伝費 214,776 237,142  

３．従業員給与手当 750,690 752,005  

４．賞与引当金繰入額 51,663 50,995  

５．退職給付費用 26,049 30,571  

６．役員退職慰労引当金繰
入額

12,270 11,040  

７．管理手数料 108,407 124,469  

８．租税公課 88,606 84,024  

９．減価償却費 193,514 194,616  

10．その他 623,887 2,296,282 16.1 610,421 2,318,525 16.2 22,242

営業利益 3,759,640 26.2 3,785,082 26.4 25,442

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 768 8,634  

２．受取配当金 2,405 13,203  

３．受取賃貸料 55,755 60,371  

４. 保険解約返戻金 10,358 －  

５．雑収入 22,378 91,667 0.7 16,185 98,394 0.7 6,727

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 11 －  

２．雑損失 120 132 0.0 69 69 0.0 △63

経常利益 3,851,175 26.9 3,883,408 27.1 32,232
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前連結会計年度

(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８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．固定資産売却益 ※２ 406 77  

２．投資有価証券売却益  92,398 0  

３．貸倒引当金戻入益 1,493 94,297 0.7 385 463 0.0 △93,834

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除売却損 ※３ 12,853 6,176  

２．投資有価証券売却損  － 9,638  

３．投資有価証券評価損  － 563  

４．退職給付費用  － 15,190  

５．減損損失 ※４ 365,900 －  

６．在外支店退職費用 ※５ 4,949 383,703 2.7 － 31,568 0.2
△

352,134

税金等調整前当期純利益 3,561,770 24.9 3,852,302 26.9 290,532

法人税、住民税及び事業
税

1,526,382 1,606,674  

法人税等調整額 △111,485 1,414,896 9.9 △26,503 1,580,170 11.1 165,273

当期純利益 2,146,873 15.0 2,272,132 15.8 125,258

 

(3) 連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,358,190

Ⅱ　資本剰余金期末残高 2,358,190

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 21,048,254

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 2,146,873 2,146,873

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 744,779

２．役員賞与 32,700

（うち監査役賞与） (1,200) 777,479

Ⅳ　利益剰余金期末残高 22,417,648
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  (4) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８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８月31日残高

（千円）
1,925,273 2,358,190 22,417,648 △647,048 26,054,064

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △1,117,166  △1,117,166

役員賞与金（千円）   △35,100  △35,100

当期純利益（千円）   2,272,132  2,272,132

株主資本以外の項目の当連結会計年

度中の変動額（純額）（千円）
     

当連結会計年度中の変動額合計

（千円）
  1,119,865  1,119,865

平成18年８月31日残高

（千円）
1,925,273 2,358,190 23,537,514 △647,048 27,173,929

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合
計

平成17年８月31日残高

（千円）
48,671 － 48,671 26,102,735

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円）    △1,117,166

役員賞与金（千円）    △35,100

当期純利益（千円）    2,272,132

株主資本以外の項目の当連結会計年

度中の変動額（純額）（千円）
48,279 3,422 51,702 51,702

当連結会計年度中の変動額合計

（千円）
48,279 3,422 51,702 1,171,567

平成18年８月31日残高

（千円）
96,950 3,422 100,373 27,274,303
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(5) 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９月１日 
 至 平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年９月１日 
 至 平成18年８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 3,561,770 3,852,302 290,532

減価償却費 283,579 275,012 △8,567

減損損失 365,900 － △365,900

貸倒引当金の減少額 △6,346 △4,258 2,088

賞与引当金の増減額 756 △428 △1,185

退職給付引当金の増減額 △6,649 9,391 16,041

役員退職慰労引当金の増加額 12,270 11,040 △1,230

受取利息及び受取配当金 △3,174 △21,838 △18,663

支払利息 11 － △11

有形固定資産売却益 △406 △77 329

有形固定資産除売却損 12,853 6,176 △6,676

投資有価証券売却益 △92,398 △0 92,397

投資有価証券売却損 － 9,638 9,638

投資有価証券評価損 － 563 563

売上債権の増加額 △150,914 △2,743 148,170

たな卸資産の増減額 99,757 △233,914 △333,672

仕入債務の増減額 158,740 △359,365 △518,106

未払消費税等の増減額 △26,136 7,983 34,120

役員賞与の支払額 △32,700 △35,100 △2,400

その他 5,977 △31,885 △37,862

小計 4,182,890 3,482,496 △700,393

利息及び配当金の受取額 3,197 20,643 17,446

利息の支払額 △11 － 11

法人税等の支払額 △1,486,503 △1,591,737 △105,233

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,699,572 1,911,402 △788,169

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 － △12,200,000 △12,200,000

定期預金の払戻による収入 － 6,300,000 6,300,000

有形固定資産の取得による支出 △263,072 △82,660 180,412

有形固定資産の売却による収入 1,617 3,292 1,674

無形固定資産の取得による支出 △27,322 △54,479 △27,157

投資有価証券の取得による支出 △90,871 △78,449 12,422

投資有価証券の売却による収入 225,078 100,678 △124,399

その他 △5,320 △1,201 4,118

投資活動によるキャッシュ・フロー △159,891 △6,012,820 △5,852,928
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前連結会計年度

(自 平成16年９月１日 
 至 平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年９月１日 
 至 平成18年８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）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入 1,000,000 － △1,000,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000 － 1,000,000

配当金の支払額 △744,406 △1,116,772 △372,365

自己株式の取得による支出 △54 － 54

財務活動によるキャッシュ・フロー △744,461 △1,116,772 △372,310

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3,916 1,071 △2,844

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 1,799,135 △5,217,118 △7,016,254

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 14,191,206 15,990,342 1,799,135

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 15,990,342 10,773,224 △5,217,118
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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９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社はナガイ白衣工業㈱１社であ

ります。非連結子会社はありません。

　なお、平成16年９月１日付で北海道ナガ

イ㈱を吸収合併したため、連結子会社は１

社減少しております。

　連結子会社はナガイ白衣工業㈱１社であ

ります。非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　　時価のないもの

同左

②デリバティブ

 時価法

②デリバティブ

同左

③たな卸資産

　主として総平均法による原価法

③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

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①有形固定資産

 建物（建物附属設備を除く）は定額法、

建物以外については定率法によっておりま

す。

①有形固定資産

同左

　ただし、ナガイレーベン物流センター及

び西日本物流センターついては、定額法に

よっております。

 

　なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

 

建物 15～45年

機械装置 ７年、12年

②無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（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

③長期前払費用

　定額法によっております。

③長期前払費用

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額基準により計上しております。

②賞与引当金

同左

③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。

　数理計算上の差異については、各連結会

計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（10年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することとして

おります。

③退職給付引当金

同左

④役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに充てるため、

役員退職慰労金支給に関する内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

同左

（4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

（4）重要なリース取引の処理方法

同左

（5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、為替予約及びクーポンスワップに

ついては、振当処理の要件を満たすことか

ら振当処理を採用しております。

（5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

　　為替予約取引

　　クーポンスワップ取引

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

同左

　ヘッジ対象

　　外貨建金銭債務

　　（外貨建予定取引を含む）

　ヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

　輸入商品購入予定額を基に、月別外貨支

払見込額を限度とし、為替相場の動向を勘

案の上、支払見込額に対する予約割合を決

定・実行しており、投機を目的とした取引

は一切行わない方針であります。

③ヘッジ方針

同左

（6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

①消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

（6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

①消費税等の会計処理

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につい

ては、部分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

　該当事項はありません。 同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

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

　手許現金、随時引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

資であります。

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９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８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

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お

ります。これにより税金等調整前当期純利益は、365,900

千円減少しております。

　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)

　「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）および「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）を当連結会計年

度より適用しております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

27,270,880千円であります。

　また、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

の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。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において「為替差損」として区分掲記し

ていた為替差額は、当連結会計年度において営業外収益の

総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その

他」（為替差益3,857千円）に含めて表示しております。

  　　　　　　　　　　―――――
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追加情報 

前連結会計年度
(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会

　実務対応報告第12号）に基づき法人事業税の付加価値割

及び資本割については、一般管理費に計上しておりま

す。

　この結果、一般管理費が29,092千円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益が、29,092千円減少

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８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

※１．当社の発行済株式総数は、普通株式19,118,000株で

あります。

※１．  　　　　　　　―――――

※２．当社が保有する自己株式の数は、普通株式498,554

株であります。

※２．  　　　　　　　―――――

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

ただし、当期製造費用には含まれておりません。

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

ただし、当期製造費用には含まれておりません。

143,680 千円 149,123 千円

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具売却益 406 千円 機械装置及び運搬具売却益 77 千円

※３．固定資産除売却損の内訳

機械装置及び運搬具売却損 1,624 千円

建物及び構築物除却損 9,694  

機械装置及び運搬具除却損 232  

その他の有形固定資産除却損 1,302  

計 12,853  

※３．固定資産除売却損の内訳

機械装置及び運搬具売却損 462 千円

建物及び構築物除却損 4,194  

機械装置及び運搬具除却損 1,342  

その他の有形固定資産除却損 177  

計 6,176  

 ※４．減損損失の内訳

　減損損失の内訳は以下のとおりであります。

用途 種類 場所

賃貸不動産 土地、建物等 宮城県仙台市

遊休資産 土地 静岡県御殿場市

遊休資産

 （一部賃貸駐車場）
土地 秋田県秋田市

　当社グループは資産を事業の関連性によりグルーピング

しております。但し、賃貸不動産並びに将来の使用が見込

まれていない遊休資産など独立したキャッシュ・フローを

生み出すと認められるものは、個別の資産グループとして

おります。

　上記資産グループは、地価の著しい下落等の理由により

帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額365,900千

円を減損損失として特別損失に計上しております。その内

訳は土地365,900千円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額または使用価値によ

り測定しております。遊休資産については正味売却価額に

より測定し、路線価による相続税評価額を基礎として評価

しております。賃貸不動産については使用価値により測定

し、将来キャッシュ・フローを4.8％で割り引いて算定し

ております。

※４．  　　　　　　　―――――

 ※５．台北支店の現地社員に支給した退職金であります。  ※５．  　　　　　　　―――――
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  （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９月１日　至平成18年８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（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末　
　　　　

株式数（株）

発行済株式

普通株式 19,118,000 － － 19,118,000

合計 19,118,000 － － 19,118,000

自己株式

普通株式 498,554 － － 498,554

合計 498,554 － － 498,554

 ２．配当に関する事項

 　（1）配当支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成17年11月22日

定時株主総会
普通株式 1,117,166 60.00 平成17年８月31日 平成17年11月24日

 　（2）当連結会計年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議予定 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月21日

定時株主総会
普通株式 1,117,166 利益剰余金 60.00 平成18年８月31日 平成18年11月22日

（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９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

※１　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８月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 15,990,342

現金及び現金同等物 15,990,342

※１　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18年８月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 16,673,224

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△5,900,000

現金及び現金同等物 10,773,224
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①　リース取引

該当事項はありません。

②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成17年８月31日） 当連結会計年度（平成18年８月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

(1)株式 144,073 238,915 94,841 217,870 381,758 163,887

(2)債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3)その他 － － －    

小計 144,073 238,915 94,841 217,870 381,758 163,887

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

(1)株式 1,297 1,122 △174 5,019 4,156 △862

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3)その他 401,500 388,674 △12,825 － － －

小計 402,797 389,796 △13,000 5,019 4,156 △862

合計 546,870 628,711 81,841 222,890 385,915 163,024

２.前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自平成16年９月１日 至平成17年８月31日) 当連結会計年度(自平成17年９月１日 至平成18年８月31日)

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

205,078 92,398 － 392,792 0 9,638

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成17年８月31日） 当連結会計年度（平成18年８月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 11,420 11,806

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

　当社グループは、輸入商品購入に係る支払時の為替市場

の変動によるリスクを回避するため、為替予約取引を利用

しております。当社の為替予約取引及びクーポンスワップ

取引は、購入担当部門において輸入商品購入予定額を基に、

月別外貨支払見込額を限度とし、為替相場の動向を勘案の

上、支払見込額に対する予約割合を決定・実行し、実施状

況を経理部門が監査しております。

　なお、当社グループの為替予約取引及びクーポンスワッ

プ取引は、信用度の高い商社及び金融機関に依頼して行っ

ており、信用リスクはほとんどないと判断しております。

同左

２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　前連結会計年度（自　平成16年９月１日　至　平成17年８月31日）

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、デリバティブ取引を実施していないため、該当事項

はありません。

　当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、デリバティブ取引を実施していないため、該当事項

はありません。
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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

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び総合設立型の厚生年金基金制度を設けており、退

職一時金制度を併用しております。また、当社在外支店の現地社員を対象に確定拠出型の退職年金制度を有し

ております。連結子会社ナガイ白衣工業㈱は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び総合設立型の

厚生年金基金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）

（1）退職給付債務 △870,851 （千円） △920,059 （千円）

（2）年金資産 492,969 526,976

（3）未積立退職給付債務（1）＋（2） △377,881 △393,082

（4）未認識数理計算上の差異 126,907 132,716

（5）連結貸借対照表計上額純額

（3）＋（4）
△250,973 △260,365

（6）退職給付引当金 △250,973 △260,365

（注）当社及び連結子会社ナガイ白衣工業㈱が採用している総合設立型の厚生年金基金は、自社の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、上記より除いております。　　　

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

退職給付費用 （千円） （千円）

（1）勤務費用 50,227 55,311

（2）利息費用 12,090 13,062

（3）期待運用収益 △5,904 △5,579

（4）数理計算上の差異の費用処理額 12,350 14,987

（5）臨時に支払った割増退職金 － 157

（6）確定拠出型年金の掛金 70 444

（7）退職給付費用

（1）＋（2）＋（3）＋（4）＋（5）＋（6）
68,834 78,383

（注）前連結会計年度（自　平成16年９月１日　至　平成17年８月31日）

　退職給付費用の額は厚生年金基金拠出額104,025千円（うち従業員拠出額28,657千円を含む）を除いており

ます。

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

　退職給付費用の額は厚生年金基金拠出額122,048千円（うち従業員拠出額34,359千円を含む）を除いており

ます。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）

（1）割引率 1.5％ 　 1.5％

（2）期待運用収益率 　当社1.3％、連結子会社1.4％ 　当社1.2％、連結子会社1.1％ 

（3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

（4）過去勤務債務の額の処理年数 － －  

（5）数理計算上の差異の処理年数 　10年 　10年

５．厚生年金基金に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）

年金資産の額 1,672,011 （千円） 1,977,981 （千円）

（注）計算基準は、掛金拠出割合によっており、従業員拠出額を含んでおります。

⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(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

(単位：千円)

繰延税金資産（流動）

未払事業税 87,124

賞与引当金 33,262

棚卸資産未実現利益 17,005

その他 8,894

146,286

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 102,154

役員退職慰労引当金 45,547

減損損失 148,299

その他 4,814

300,816

繰延税金負債（固定）

固定資産圧縮積立金 33,379

その他有価証券評価差額 33,170

66,549

繰延税金資産の純額 380,553

(単位：千円)

繰延税金資産（流動）

未払事業税 88,178

賞与引当金 33,090

棚卸資産未実現利益 36,114

その他 8,723

166,107

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 107,100

役員退職慰労引当金 50,051

減損損失 148,299

その他 1,462

306,914

繰延税金負債（流動）

繰延ヘッジ損益 2,955

2,955

繰延税金負債（固定）

固定資産圧縮積立金 32,302

その他有価証券評価差額 66,073

98,376

繰延税金資産の純額 371,689

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の 100分の 5以

下であるため、記載を省略しております。

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左
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⑥　セグメント情報

ａ．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９月１日　至平成17年８月31日）及び当連結会計年度（自平成17年９月１日　

至平成18年８月31日）において当社グループは、各種メディカルウェアの製造販売を行っており、異なる事業

区分はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）及び当連結会計年度（自平成17年９月１日　

至平成18年８月31日）において当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外

支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）及び当連結会計年度（自平成17年９月１日　

至平成18年８月31日）において当社グループは、海外売上高が連結売上高の10％未満で重要性がないため、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９月１日　至平成17年８月31日）

（1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金

事業の内容又
は職業

議決権等の被所
有割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末
残高

役員の兼
任等

事業上
の関係

個人主

要株主

及びそ

の近親

者

澤登辰郎 － － 当社名誉会長 直接　2.8％ － －
顧問料の

支払
6,000 － －

（注）１．上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

「名誉会長、相談役、顧問」に関する内規に基づき決定しております。

当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

（1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金

事業の内容又
は職業

議決権等の被所
有割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末
残高

役員の兼
任等

事業上
の関係

個人主

要株主

及びそ

の近親

者

澤登辰郎 － － 当社名誉会長 直接　2.8％ － －
顧問料の

支払
3,780 － －

（注）１．上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

「名誉会長、相談役、顧問」に関する内規に基づき決定しております。

３．条件変更にともない内規に基づき顧問料の支払額を変更しており、その結果、一般管理費が2,220千円減少

しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

１株当たり純資産額 1,400円02銭

１株当たり当期純利益 113円42銭

１株当たり純資産額 1,464円83銭

１株当たり当期純利益 122円03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、潜在株式が存在し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、潜在株式が存在し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。

 
前連結会計年度

(自　平成16年９月１日
　至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
　至　平成18年８月31日)

当期純利益（千円） 2,146,873 2,272,132

普通株主に帰属しない金額（千円） 35,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (35,000) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,111,873 2,272,132

期中平均株式数（株） 18,619,451 18,619,446

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

（1）生産実績

　当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。

 （単位：千円）

品目別
前連結会計年度

（自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日）

前年同期比（％）

メディカルウェア 4,692,714 6,404,109 136.5

シューズ － － － 

その他 －  － － 

合計 4,692,714 6,404,109 136.5

（注）1．生産金額は、製品製造原価によっております。

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3．メディカルウェアの生産実績には、ナースキャップ等の生産実績を含めて記載しておりますが、その製

造原価は少額であります。

（2）商品仕入実績

　当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。

 （単位：千円）

品目別
前連結会計年度

（自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日）

前年同期比（％）

メディカルウェア 3,012,846 1,347,020 44.7

シューズ 298,969 286,989 96.0

その他 200,424 193,375 96.5

合計 3,512,240 1,827,385 52.0

（注）1．仕入金額は、実際仕入価格によっております。

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（3）受注状況

　当社グループは、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
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（4）販売実績

　当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略し、その代替として品目別情報を記載しております。

 （単位：千円）

品目別
前連結会計年度

（自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日）

前年同期比（％）

メディカルウェア 13,571,750 13,651,282 100.6

シューズ 494,274 440,773 89.2

その他 263,330 248,818 94.5

合計 14,329,355 14,340,873 100.1

（注）1．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

 （単位：千円）

相手先

前連結会計年度
（自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日）

金額 割合（％） 金額 割合（％）

ワタキューセイモア㈱ 2,519,037 17.6 2,712,590 18.9

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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