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平成１９年３月期 決算短信（非連結） 
平成１９年５月１１日 

上 場 会 社 名        テラボウ(寺田紡績株式会社)             上場取引所 大証二部 
コ ー ド 番 号         ３１２８                                    ＵＲＬ  http://www.terabo.co.jp 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）藤原 忠裕  
問合せ先責任者 （役職名）管 理 部 長 （氏名）川﨑 康雄         ＴＥＬ (072) 431－2424      
定時株主総会開催予定日  平成 19 年 6 月 28 日 配当支払開始予定日 平成―年―月―日 
有価証券報告書提出予定日 平成 19 年 6 月 29 日  
  

（百万円未満切捨て） 
１．平成 19 年 3 月期の業績（平成 18 年 4 月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 
(1)経営成績                                  （％表示は対前期増減率） 
 

売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

3,609（  5.1) 
3,434 (△5.0） 

74  ( △3.8 ) 
77 (△20.5 ) 

73 (△ 10.8 )  
82 (△ 13.8 )  

44 （ 94.1）
23 （△21.0）

 

 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 
営業利益率 

  円  銭   円 銭 ％ ％  ％

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

3 44   
 1  77   

―――― 
―――― 

4.1  
2.2  

3.1   
3.5   

2.1 
2.2 

(参考) 持分法投資損益       19 年 3 月期    ― 百万円    18 年 3 月期    ― 百万円 
 
(2)財政状態 

 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

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

2,469    
2,291   

   1,125  
1,081   

 45.6  
47.2  

86  64 
83   20  

(参考) 自己資本    19 年 3 月期  1,125 百万円     18 年 3 月期  1,08１百万円 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
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 
19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

152   
130   

△ 173  
△ 283 

24   
25   

363  
360  

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

18 年 3 月期 
19 年 3 月期 

―  
―  

― 
― 

― 
― 

― 
― 

―  
―  

― 
― 

20 年 3 月期 
（予想） 

―  ― ― ―   

 
 
３．平成 20 年 3 月期の業績予想（平成 19 年 4月 1日～平成 20 年 3 月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 円 銭

中 間 期 
通    期 

1,850  6.7 
 3,700  2.5 

47  104.6
95   27.9

45  89.9
90   22.7

24  40.7 
48    7.4 

1 85 
3 69 

 



 

 - 2 -  

４．その他 
 
(1) 重要な会計方針の変更 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 

 
 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 
①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19 年 3 月期 13,000,000 株  18 年 3 月期 13,000,000 株 
②期末自己株式数  19 年 3 月期      6,966 株   18 年 3 月期      6,566 株 
 (注) 1 株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、27 ページ「１株当たり情報」をご覧くだ
さい。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づ

いており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記の業

績予想に関する事項は添付資料 3ページを参照下さい。 
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 １ 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の業績の概況 

当期のわが国経済は、雇用情勢改善の広がり、設備投資の増加など回復基調で推移しましたが、

他方、個人消費の伸び悩み、原油価格の高騰継続など不安定要素もあり当社にとっては厳しい経営

環境が続いています｡このような情勢のもとで、当社は環境と健康を事業の中心テーマとして、各

種ビジネスチャンスに対して積極的に挑戦し、全分野での効率化と合理化に精力的に取組んでまい

りました。 

以上の結果、当期の売上高は 3,609 百万円（前期比 5.1％増）となりましたが、原料高騰の影響

で売上総利益は 449 百万円（前期比 4.7％減）となりました｡運送費など諸経費の抑制に努めまし

たが営業利益は 74 百万円（前期比 3.8％減）、経常利益は 73 百万円（前期比 10.8％減）、当期純利

益は 44 百万円（前期比 94.1％増）となりました。 

主要な部門別の営業の概況は次のとおりであります。 

(化成部門) 

エンジニアリング･プラスチックの国内需要量は、生産の海外シフトにもかかわらず国内での新

規用途開発が活発に行われ順調に増大しています。また、当社の主力製品であるナイロン樹脂に関

しても、国内需要は着実に増加しており、需要量の増大を踏まえて、樹脂事業では特殊シート生産

設備の新規設備投資、さらにはコンパウンド部門での二軸押出機の増強等、積極的に設備投資を実

施してまいりました。その結果、売上高は 2,984 百万円（前期比 17.5％増）と大幅増収になりま

した。 

（製品部門） 

日本のタオル産業もグローバル化の進展により、海外からの輸入増による価格競争が激化し、国

内メーカーの地盤沈下は避けがたい状況下にあります｡こうしたなか、当社はカタログ販売向けや

量販店向け等にカテキン製品をはじめとする自然染め製品を主とした高付加価値商品の開発に努

めてまいりましたが、下半期の売上高改善を上回る上半期の低調から、売上高は 613 百万円（前期

比 30.5％減）の減収となりました｡今後もカテキン製品等の素材開発を中心に、差別化を進展させ

ると共に、より一層の収益改善に取組んでまいります。 

 

    ②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、原料価格高騰の影響や流通業界動向など不安定要素が大きく、厳

しい状況が続きますが、当社は総力を結集し安定成長を目指してまいります。そのため、受託事業

及びリサイクル事業のさらなる拡大、カテキン製品を中心とする機能製品の充実を加速してまいり

ます。更に社会から信頼される企業として環境保全活動の推進、地域密着活動の推進、コンプライ

アンス遵守の体制強化活動などを実践し、社会と調和ある成長と社業のますますの発展を図る所存

です。 

次期の業績につきましては、売上高 3,700 百万円（前期比 2.5％増）、営業利益は 95 百万円（前

期比 27.9％増）、経常利益は 90 百万円（前期比 22.7％増）、当期純利益は 48 百万円（前期比 7.4％

増）を見込んでおります。 

 

③当事業年度の経営成績の分析 

(ｱ)売上高（3,609 百万円） 

化成部門は需要増加に対応する設備増強による生産量アップ等が売上高に寄与して、製品部門で

売上高減少がありましたが、全社の売上高は前期比 175 百万円（5.1%）増加しました。  
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(ｲ)売上総利益（449 百万円） 

   化成部門は原料樹脂価格の高止まりなどによるコストアップ要因があったものの、増収効果に

より売上総利益は前期比増加しました。一方、製品部門は下半期から改善傾向が見られたものの

上半期の不振が影響して売上総利益は前期比減少しております｡その結果、全社の売上総利益は

前期比 22 百万円（4.7％）減少しております。 

(ｳ)営業利益（74 百万円） 

   売上総利益は前期比 22 百万円減少しましたが、販売費及び一般管理費も前期比 19 百万円減少

した結果、営業利益は前期比 2百万円（3.8％）の減少となりました。 

(ｴ)経常利益（73 百万円） 

営業利益が前期比 2百万円減少したことと、前期の債務整理益５百万円がなくなり、借入金増

に伴う支払利息が 1 百万円増加するなどして、経常利益は 73 百万円となり前期比 8 百万円

(10.8％)の減少となりました。 

（ｵ）当期純利益（44 百万円） 

当期純利益は前期比 21 百万円(94.1%)増加しました。経常利益が前期比 8 百万円減少し、ま

た税金負担等が 15 百万円増加しましたが、特別利益で当期は役員退職慰労引当金戻入益 7 百万

円が発生したことと、特別損失では前期の在庫処分損 34 百万円がなくなったことなどで大幅な

改善となりました。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①当期のキャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加 61 百万円、法人税等の支払額

14 百万円等の支出がありましたが、税引前当期純利益 80 百万円、減価償却費 99 百万円、仕入

債務の増加 34 百万円等の収入により、資金の増加は 152 百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金は 173 百万円であります。この支出は主として化成部門の設

備投資に使用したものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動のキャッシュ･フローは設備投資資金として長期借入金 80 百万円、増加運転資金と

して短期借入金 50 百万円を調達する一方で、借入金の約定返済 105 百万円が進捗した結果、資

金の増加 24 百万円となりました。 

以上の結果、当期のキャッシュ・フローは 3 百万円の資金増加となり、当期末の現金及び現

金同等物の残高は 363 百万円となりました。 

 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成 15 年

3 月期 

平成 16 年

3 月期 

平成 17 年 

3 月期 

平成 18 年 

3 月期 

平成 19 年

3 月期 

自己資本比率（％） 38.0 49.7 44.8 47.2 45.6

時価ベースの自己資本比率（％） 22.1 74.6 99.6 101.0 68.4

債務償還年数（年） 3.3 １.3 1.5 2.6 2.4

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ  15.9 16.0 40.8 23.0 23.7

      （注）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 
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       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・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ  ： 営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

 

※１．いずれの指標も単独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×期末発行済株式総数により算出しております。 

※３．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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

いはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

②当事業年度の財政状態の分析 

(ｱ)流動資産(1,674 百万円） 

流動資産は前期末比 65 百万円増加しております。売上高の伸長に伴い売上債権が 61 百万円増

加したことが主な要因であります。 

(ｲ) 固定資産（795 百万円） 

固定資産は前期末比 112 百万円増加しております。シート成形設備、二軸押出設備、縦型成形

設備の機械及び装置とその建物改築等により有形固定資産が 119 百万円増加したことが主な要

因であります。 

(ｳ)流動負債（987 百万円） 

流動負債は前期末比 183 百万円増加しております。原料購入の増加に伴い仕入債務が 34 百万円

増加し、さらに短期借入金（1 年以内返済予定の長期借入金を含む）が 64 百万円、設備の支払

債務が 43 百万円、未払法人税等が 19 百万円増加したことなどが要因であります。 

(ｴ)固定負債（356 百万円） 

固定負債は前期末比 49 百万円減少しております。長期借入金が約定返済等により 39 百万円減

少したことなどが主な要因となっております。 

(ｵ)純資産(1,125 百万円) 

   純資産は前期末比 44 百万円増加しておりますが、当期純利益計上により利益剰余金が同額増

加しました。 

   純資産は前期比 4.1％増加しましたが、総資産が設備投資や売上債権増により前期比 7.8％増

加したことで、自己資本比率は 45.6％となりました。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

会社の経営基盤と財務体質の強化により、確たる収益を実現して株主に対する利益還元責任を果

たすことが経営の極めて重要な課題であると認識しております。 

遺憾ながら当期も無配とさせて頂きますが、継続的配当が可能な収益基盤の確立に最大限の努力

を傾注してまいります。そして株主の皆様のご理解とご支援に一刻も早くお応えしたいと考えてお

ります。また内部留保資金につきましては、経営の基盤強化等の為、有効に活用する所存でありま

す。 

 

（４）事業等のリスク 

当社の経営成績および財政状態等（株価等を含む）について影響を及ぼす可能性のある主なリス

クは以下のものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、決算短信公表日現在において当社

が判断したものであります。 
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①特定の取引先への依存 

当社化成部門の自家工場の生産数量に占めるユニチカ（株）の比率は 61.3％であり、外注加工

を含めた同社に対する売上高比率は、当該部門で 65.8％であります。また、ユニチカ関連会社に

対する当社製品部門を含めた全社の売上高比率は 55.9％になっております。 

今後も化成部門ではリサイクル事業を核として、ユニチカ（株）との樹脂事業の取組強化を図る

所存であり、当社の業容拡大のために同社並びに同社関連会社とは更に積極的に事業の連携と協力

を推進し、双方のシナジー効果を高め事業への貢献を強化する所存であります。なお、同社は当社

の親会社であり、当社株式を 73.5％(議決権比率)直接所有しております。 

 

②原料樹脂の価格動向と需給バランス 

当社は、原料樹脂に関連する原油・原料ナフサ等の市場価格の動向や需給バランスにより、原価

上昇と生産調整などを余儀なくされる場合が想定され、経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

③為替レート変動の影響 

当社は商品の輸入取引を直接行っておりますが、その際の為替リスクは当社負担となっているた

め、為替レートの変動が仕入単価の変動を招き経営成績および財政状況等に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

④自然災害・事故等の影響 

自然災害・事故の発生あるいは偶発事象の発生の結果、経営成績および財政状況等に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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２ 企業集団の状況 

 当社グループは、当社、親会社ユニチカ㈱、親会社の子会社ユニチカテキスタイル㈱、ユニチカ通商㈱、

ユニチカビジネスサービス㈱、ユニチカガーメンテック㈱、ユニチカロジスティクス㈱及び㈱コソフで構成

され、繊維事業及び化成事業の製造販売を主な内容とする事業活動を展開しております。 

 当社グループの事業に係わる位置付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります。 

化成部門…………ユニチカ㈱、ユニチカ通商㈱及び㈱コソフから原料樹脂を仕入れています。また、ユニ

チカ㈱及びユニチカ通商㈱ヘコンパウンドの加工販売、㈱コソフへプラスチックの成形

加工を行っています。ユニチカロジスティクス㈱から物流業務の提供を受けています。 

製品部門…………ユニチカテキスタイル㈱から紡績糸を仕入れています。また、ユニチカテキスタイル㈱

にタオル及び関連製品の販売を行っています。 

その他の事業……商品の保管及び管理、駐車場の経営及び不動産の賃貸を行っています。ユニチカビジネ

スサービス㈱から受託業務の提供を受け、またユニチカ㈱、ユニチカガーメンテック㈱

へ賃貸を行っています。 

 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

樹脂加工品及び成形品

保管及び賃貸

ﾀｵﾙ及び関連製品

得
　
意
　
先

紡績糸

ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ加工販売

親会社
ユニチカ㈱

賃　　貸

賃　　貸

受託業務の提供

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形加工

原料樹脂購入

物流業務の提供

ﾀｵﾙ及び関連製品

原料樹脂購入

ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ加工販売

原料樹脂購入

当
社
（

　
寺
田
紡
績
㈱
　
）

化
成
部
門

製
品
部
門

そ
の
他
の
事
業

親会社の子会社
ユニチカテキスタイル㈱

親会社の子会社
ユニチカロジスティクス㈱

親会社の子会社
ユニチカガーメンテック㈱

親会社の子会社
ユニチカビジネスサービス㈱

親会社の子会社
ユニチカ通商㈱

親会社の子会社
㈱コソフ
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３ 経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

「環境と健康」に貢献し、全ての人々に共感をもって認めて頂ける会社となることを理念とし、高

品質商品と新しい商品開発の提供を目指して日々たゆまない改善と前進に努めております。また更な

る飛躍を目指し、需要増に対応した設備投資を行っております。今後も全社員の強い意志と努力を結

集して、株主や社会に貢献してまいります。 

 

(2)目標とする経営指標 

目標とする経営指標はＲＯＡ５％以上（事業利益÷総資本×１００）を目指して取組んでおります。  

（注）・・事業利益＝営業利益＋受取利息・受取配当金，総資本＝（期首総資本＋期末総資本）÷２ 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

常に信頼される会社となることを目指し、需要拡大に対応する積極的投資により事業の強化拡大を

図り、財務体質の一層の強化により、収益基盤の拡充を図ってまいります。 

また、当社は環境と健康に資することを事業の中心に据え、中長期的にも市場で独自性やユニーク

さを発揮し、当社の存在が高く評価される様努めてまいります。 

 

(4)会社が対処すべき課題 

今後、当社は更なる収益の拡大を目指して積極的に事業拡大し、信頼される会社の実現に全力を傾

注いたす所存であります。 

 

①事業の強化拡大の推進 

化成事業はリサイクル事業で、大手自動車部品メーカーや電気メーカーとの取組みも拡大し、他

方ユニチカ㈱との連携により受託事業も順調に拡大し、更に今下期から成形機 2台増設稼動、ニ軸

押出機 1台増設と事業拡大テンポを加速しておりますが、今後更なる業容拡大を目指します。一方、

製品事業は機能商品を中心に、流通対策を含め事業の強化に努めておりますが、今後ともに収益確

保を前提に更なる努力を行ってまいります。 

 

②財務体質のよりレベルの高い健全性の実現 

財務体質につきましては、評価出来る領域であると申し上げる事が出来ますが、更にレベルアッ

プの為、常に努力を傾注してまいります。 

即ちキャッシュ・フロー重視の経営を堅持しつつ、常に収益の上積みを目標とし、リスク軽減に

も充分な配慮を行ってまいります。 

 

③社員の行動目標 

・ 【責任断行】全員が当事者意識をもち、責任を持って方針を決め、責任をもって断行する。 

・ 【計画･目標の達成】約束したことは達成する。 

・ 【スピード対処】すべてについて納期を決め、スピーデｲーに対処する。 

・ ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１取得会社として、より一層管理レベルをあげ株主様やユ

ーザー等の関係者全てにより高い信頼を得る会社となります。 

 

以上を実行・実現し、収益レベルの強化拡大を図るとともに、財務体質を更に強化し、配当可能

利益を確保し復配への道筋を確立すべく努めてまいります。 
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(5) その他、会社の経営上重要な事項 

    重要な該当事項はありません。 

 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成18年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金   360,230   363,909

２．受取手形 ※６ 170,455   163,669

３．売掛金 ※３ 707,698   775,896

４．商品   212,926   187,955

５．製品   59,771   76,512

６．原材料   61,416   73,371

７．貯蔵品   3,834   6,780

８．前払費用   7,985   7,515

９．未収入金   2,460   1,991

10．繰延税金資産   15,955   14,875

11．その他   6,034   2,131

貸倒引当金   △500   △500

流動資産合計   1,608,269 70.2   1,674,111 67.8

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物   538,008 626,503  

減価償却累計額   371,294 166,714 382,032 244,470

(2）構築物   36,311 36,464  

減価償却累計額   28,422 7,889 29,454 7,009

(3）機械及び装置   807,287 1,076,145  

減価償却累計額   629,196 178,090 708,505 367,639

(4）車両及び運搬具   6,276 8,736  

減価償却累計額   5,899 376 6,536 2,200

(5）工具・器具及び備品   68,627 70,849  

減価償却累計額   57,646 10,981 59,687 11,161

(6）土地   75,322   75,322

(7）建設仮勘定   148,616   －

有形固定資産合計   587,991 25.6   707,804 28.7
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前事業年度 

（平成18年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

２．無形固定資産      

(1）ソフトウェア   8,239   5,733

(2）電話加入権   246   246

無形固定資産合計   8,485 0.4   5,979 0.2

３．投資その他の資産      

(1）出資金   3,600   3,600

(2）従業員長期貸付金   2,910   2,100

(3）繰延税金資産   78,574   74,411

(4）その他   1,481   1,777

投資その他の資産合計   86,565 3.8   81,888 3.3

固定資産合計   683,042 29.8   795,672 32.2

資産合計   2,291,312 100.0   2,469,783 100.0 

       

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形 ※６ 177,551   195,180

２．買掛金 ※３ 420,480   437,520

３．短期借入金 ※１ 20,000   70,000

４．一年以内返済予定の長
期借入金 

※１ 92,806   107,138

５．未払金   21,775   35,874

６．未払費用   6,030   7,141

７．未払法人税等   3,000   22,000

８．未払消費税等   920   6,715

９．前受金   649   105

10．預り金   6,296   6,118

11．賞与引当金   17,679   19,860

12. 設備関係支払手形   32,214   74,266

13．設備関係未払金   4,033   5,279

流動負債合計   803,438 35.1   987,199 40.0
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前事業年度 

（平成18年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金 ※１ 226,522   186,784

２．退職給付引当金   156,402   164,571

３．役員退職慰労引当金   23,863   5,493

固定負債合計   406,787 17.7   356,848 14.4

負債合計   1,210,225 52.8   1,344,048 54.4

       

（資本の部）      

Ⅰ 資本金 ※２ 575,000 25.1   － －

Ⅱ 資本剰余金      

１．資本準備金   125,263 －  

資本剰余金合計   125,263 5.5   － －

Ⅲ 利益剰余金      

１．利益準備金   12,000 －  

２．任意積立金      

(1）別途積立金   110,000 －  

３．当期未処分利益   259,707 －  

利益剰余金合計   381,707 16.6   － －

Ⅳ 自己株式 ※４ △883 △0.0   － －

資本合計   1,081,086 47.2   － －

負債資本合計   2,291,312 100.0   － － 
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前事業年度 

（平成18年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金 ※２  － －   575,000 23.3

２．資本剰余金      

(1）資本準備金   － 125,263  

資本剰余金合計   － －   125,263 5.1

３．利益剰余金      

(1）利益準備金   － 12,000  

(2）その他利益剰余金      

別途積立金   － 110,000  

繰越利益剰余金   － 304,415  

利益剰余金合計   － －   426,415 17.3

４．自己株式 ※４  － －   △942 △0.0

株主資本合計   － －   1,125,735 45.6

純資産合計   － －   1,125,735 45.6

負債純資産合計   － －   2,469,783 100.0
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②【損益計算書】 

    
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高      

１．製品売上高 ※４ 2,360,897 2,704,805  

２．商品売上高 ※４ 1,060,204 892,891  

３．その他事業収益 ※４ 12,994 3,434,096 100.0 11,863 3,609,560 100.0 

Ⅱ 売上原価      

１．製品売上原価      

(1）製品期首たな卸高   93,674 59,771  

(2）当期製品製造原価 ※2,4 2,142,755 2,559,978  

(3）他勘定への振替高 ※１ 86,854 113,763  

(4）製品期末たな卸高   59,771 76,512  

合計   2,089,803 2,429,474  

２．商品売上原価      

(1）商品期首たな卸高   236,264 212,926  

(2）当期商品仕入高 ※４ 873,386 703,130  

(3）他勘定への振替高 ※１ 26,856 247  

(4）商品期末たな卸高   212,926 187,955  

合計   869,867 727,853  

３．その他事業原価   2,751 2,962,423 86.3 2,575 3,159,903 87.5

売上総利益   471,672 13.7   449,656 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２    

１．荷造運送費   74,577 69,078  

２．旅費交通費   11,766 13,325  

３．報酬給料諸手当   159,488 163,488  

４．賞与引当金繰入額   6,686 6,917  

５．退職給付引当金繰入額   14,401 6,606  

６．役員退職慰労引当金繰
入額 

  5,045 －  

７．租税公課   8,643 8,502  

８．減価償却費   13,703 12,874  

９．その他   100,192 394,504 11.5 94,607 375,402 10.4

営業利益   77,168 2.2   74,254 2.1
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   2,905 2,351  

２．受取配当金   159 163  

３．仕入割引   1,415 594  

４．受取施設利用料   905 882  

５．雑収入   7,208 12,593 0.4 2,625 6,617 0.1

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   5,555 6,409  

２．手形売却損   1,082 936  

３．雑損失   926 7,564 0.2 201 7,547 0.2

経常利益   82,198 2.4   73,324 2.0

Ⅵ 特別利益      

１．役員退職慰労引当金戻
入益 

  － － － 7,069 7,069 0.2

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産除却損 ※３ 3,437 218  

２．在庫処分損    34,305 －  

３．その他   1,913 39,656 1.2 － 218 0.0

税引前当期純利益   42,541 1.2   80,175 2.2

法人税、住民税及び事
業税 

  23,001 30,224  

法人税等調整額   △3,492 19,509 0.6 5,243 35,467 1.0

当期純利益   23,032 0.6   44,707 1.2

前期繰越利益   236,674   －

当期未処分利益   259,707   －

       

- 15 -



製造原価明細書 

 （注） 原価計算の方法は、製品別実際総合原価計算（加工費等級別）であります。 

    
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 原材料費   1,633,048 76.2   1,917,033 74.9

Ⅱ 労務費   163,620 7.6   214,032 8.4

（賞与引当金繰入額）   (10,905) (12,870)  

（退職給付引当金繰入額）   (5,493) (10,657)  

Ⅲ 経費      

１．電力費   34,037 45,996  

２．減価償却費   49,108 86,015  

３．外注加工費   202,870 223,981  

４．その他   60,069 346,086 16.2 72,919 428,913 16.7

当期製品製造原価   2,142,755 100.0   2,559,978 100.0 
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③【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高（千円） 575,000 125,263 125,263 12,000 110,000 259,707 381,707 △883 1,081,086 1,081,086 

事業年度中の変動額           

当期純利益（千円）           44,707 44,707   44,707 44,707 

自己株式の取得（千円）               △58 △58 △58 

事業年度中の変動額合計(千円)           44,707 44,707 △58 44,649 44,649 

平成19年３月31日残高（千円） 575,000 125,263 125,263 12,000 110,000 304,415 426,415 △942 1,125,735 1,125,735 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

    
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１．税引前当期純利益   42,541 80,175

２．減価償却費   63,745 99,680

３．退職給付引当金の増加
額 

  1,675 8,168

４．役員退職慰労引当金の
増加額（減少△）額 

  5,045 △18,369

５．賞与引当金の増加額   1,048 2,181

６．受取利息及び受取配当
金 

  △3,064 △2,515

７．支払利息   5,555 6,409

８．固定資産除却売却損   3,437 218

９．売上債権の減少（増加
△）額 

  33,815 △61,411

10．たな卸資産の減少額
（増加△）額 

  57,642 △6,671

11．仕入債務の増加（減少
△）額 

  △26,959 34,667

12．その他   △7,554 28,014

小計   176,929 170,548

13．利息及び配当金の受取
額 

  3,225 2,601

14．利息の支払額   △5,709 △6,434

15．法人税等の支払額   △43,857 △14,256

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  130,588 152,457
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１．有形固定資産の取得に
よる支出 

  △284,384 △172,249

２．無形固定資産の取得に
よる支出 

  △500 △1,658

３．貸付けによる支出   △3,000 △500

４．貸付金の回収による収
入 

  3,410 1,090

５．その他   676 △296

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △283,797 △173,614

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

１．短期借入金の純増減額   － 50,000

２．長期借入れによる収入   100,000 80,000

３．長期借入金の返済によ
る支出 

  △74,052 △105,406

４．その他   △177 △58

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  25,770 24,535

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

  － 300

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加（減少△）額 

  △127,438 3,378

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

  487,669 360,230

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 360,230 363,909
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⑤【利益処分計算書】 

    
前事業年度 

株主総会承認年月日 
平成18年６月29日 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   259,707

合計   259,707

Ⅱ 次期繰越利益   259,707
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重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

移動平均法による原価法 

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定額法によっ

ております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物               10年～47年 

機械及び装置           ６年～16年 

 工具・器具及び備品        ２年～20年 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物               10年～47年 

機械及び装置           ６年～16年 

 工具・器具及び備品        ２年～20年 

(2）無形固定資産 

 ソフトウェア（自社利用分）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．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検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充てるため、当期に負担

すべき支給見込額を計上しております。 

(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、当期末における

退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発

生していると認められる額を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に備えるため、内規に基づく期

末要支給見積額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退任により支払う退職慰労金に備えるた

め、内規に基づく期末要支給見積額を計上しており

ましたが、平成18年６月29日開催の当社定時株主総

会の終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止

し、同日付をもって同引当金への繰入を停止してお

ります。 

４．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資。 

４．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）  ――――――― 

 当事業年度より、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」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）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。  

 

 ―――――――  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）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」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は1,125,735

千円であります。 

  なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 当事業年度（平成19年３月31日現在） 

※１．担保資産の設定状況 ※１．担保資産の設定状況 

科目 帳簿価額（千円） 

建物 106,509

構築物 6,056

機械及び装置 178,090

土地 215

計 290,871

科目 帳簿価額（千円） 

建物 187,155

構築物 5,449

機械及び装置 367,639

土地 215

計 560,459

 上記については、長期借入金（一年以内返済予定

額を含む）319,328千円と短期借入金20,000千円の担

保として財団抵当に供しております。 

 上記については、長期借入金（一年以内返済予定

額を含む）293,922千円と短期借入金70,000千円の担

保として財団抵当に供しております。 

※２．会社が発行する株式総数 普通株式    2,000万株

発行済株式総数     普通株式    1,300万株

※２．発行可能株式総数    普通株式    2,000万株

発行済株式総数     普通株式    1,300万株

※３．関係会社に係わる注記 ※３．関係会社に係わる注記 

売掛金        301,442千円

買掛金 270,690 

売掛金           405,787千円

買掛金 317,356 

※４．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、6,566株（普通株

式）であります。 

※４．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、6,966株（普通株

式）であります。 

 ５．割引手形  ５．割引手形 

        100,028千円             100,035千円

  ――――――― ※６．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

 受取手形     15,226千円

支払手形 16,923 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．他勘定への振替高の内訳 ※１．他勘定への振替高の内訳 

振替先 商品の振替（千円） 製品の振替（千円）

原材料 － 77,462

見本費 － 1,878

雑費 63 －

特別損失 26,793 7,512

計 26,856 86,854

振替先 商品の振替（千円） 製品の振替（千円） 

原材料 － 112,342

見本費 － 1,421

雑費 247 －

計 247 113,763

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、9,781千円であります。 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、8,324千円であります。 

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳 

建物    1,033千円

機械及び装置 973 

車両及び運搬具 79 

工具・器具及び備品 1,350 

構築物         106千円

工具・器具及び備品 112 

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

商品売上高   311千円

製品売上高 1,541,413 

その他事業収益 2,187 

（賃貸収入）   

商品仕入高 129,251 

当期製品製造原価 1,141,468 

（原料仕入高）   

商品売上高      104,376千円

製品売上高 1,859,567 

その他事業収益 1,237 

（賃貸収入）   

商品仕入高 111,662 

当期製品製造原価 1,351,244 

（原料仕入高）   
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加400株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（平成19年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っていないので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っていないので、該当事項はありません。 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式     

普通株式 13,000,000 － － 13,000,000 

合計 13,000,000 － － 13,000,000 

自己株式     

普通株式 6,566 400 － 6,966 

合計 6,566 400 － 6,966 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

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３月31日現在） （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定    360,230千円

計    360,230千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物    360,230千円

現金及び預金勘定    363,909千円

計    363,909千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物    363,909千円
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（退職給付関係） 

（ストック・オプション等関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金

制度を採用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務    △156,402千円

退職給付引当金 △156,402 

退職給付債務    △164,571千円

退職給付引当金 △164,571 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用       19,230千円

その他 763 

退職給付費用合計 19,994 

勤務費用       11,638千円

その他 5,645 

退職給付費用合計 17,284 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 当事業年度（平成19年３月31日現在） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産）  

賞与引当金      7,195千円

退職給付引当金 63,655 

役員退職慰労引当金 9,712 

ゴルフ会員権評価損 4,930 

未払事業税 547 

未払社会保険料 845 

商品 7,308 

その他 335 

繰延税金資産 計 94,530 

繰延税金資産の純額 94,530 

（繰延税金資産）  

賞与引当金        8,083千円

退職給付引当金 66,980 

役員退職慰労引当金 2,235 

ゴルフ会員権 4,930 

商品 3,736 

その他 3,320 

繰延税金資産 計 89,287 

繰延税金資産の純額 89,287 

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 

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 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.1 

住民税均等割 2.2 

税額控除 △1.4 

その他 1.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.9 

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 2.5 

住民税均等割 1.2 

税額控除 △0.5 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.2 
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（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

 （注） 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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額      83.20円 

１株当たり当期純利益金額     1.77円 

１株当たり純資産額         86.64円 

１株当たり当期純利益金額         3.44円 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

当期純利益      23,032千円 

普通株主に帰属しない金額 －千円 

普通株式に係る当期純利益      23,032千円 

期中平均株式数      12,993千株 

当期純利益      44,707千円 

普通株主に帰属しない金額  －千円 

普通株式に係る当期純利益      44,707千円 

期中平均株式数      12,993千株 
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生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

前期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

増減金額 前期対比
区分 

金額（千円） 金額（千円） （千円） (%) 

化 成 部 門 2,142,755 2,559,978 417,223 19.5 

計 2,142,755 2,559,978 417,223 19.5 

（注）１．金額は、製造原価によっております。 

   ２．製品部門においては、自社で生産すべき受注が無いため、生産を行っておりません。 

   ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)商品仕入実績 

前期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

増減金額 前期対比
区分 

金額（千円） 金額（千円） （千円） (%) 

化 成 部 門 158,324 231,459 73,135 46.2 

製 品 部 門 715,062 471,671 △243,390 △34.0 

計 873,386 703,130 △170,255 △19.5 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3)受注実績 

前期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

増減金額 前期対比
区分 

金額（千円） 金額（千円） （千円） (%) 

化 成 部 門 2,360,897 2,704,805 343,907 14.6 

計 2,360,897 2,704,805 343,907 14.6 

（注）１．金額は、販売価格によっております。 

   ２．他社からの購入品については除外しております。 

   ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(4)販売実績 

前期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

増減金額 前期対比
区分 

金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%) （千円） (%) 

化 成 部 門 2,539,234 73.9 2,984,391 82.7 445,156 17.5 

製 品 部 門 881,867 25.7 613,305 17.0 △268,561 △30.5 

その他の事業 12,994 0.4 11,863 0.3 △1,130 △8.7 

計 3,434,096 100.0 3,609,560 100.0 175,463 5.1 

（注）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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テラボウ（寺田紡績株式会社） 

 

役 員 の 異 動 
（平成19年6月28日付予定） 

 
（１） 代表者の異動 
 

該当なし 
 

（２） その他の役員の異動 
 

１． 新任取締役候補 

出倉
でくら

 正之
まさゆき

 （現 ユニチカ(香港)株式会社 出向 総経理） 

 
(注) 出倉正之取締役候補は、会社法第２条第１５号に定める社外取締役であります。 

 
２． 新任監査役候補 

     加藤
かとう

 耕作
こうさく

（常勤） 

       (現 ユニチカ株式会社 樹脂営業部 マネージャー) 
 

永田
ながた

 直彦
なおひこ

（非常勤） 

       (現 ユニチカ株式会社 樹脂事業管理室 室長) 
 

(注) 加藤耕作、永田直彦両監査役候補は、会社法第２条第１６号に定める社外監査
役であります。 

 
３． 退任予定取締役 

     田渕
たぶち

 稔
とし

英
ひで

 （現 化成営業部・製品営業部・生産技術部管掌）   

 
４．退任予定監査役 

新井
あらい

 吉弘
よしひろ

 （現 常勤） 

 

矢野
や の

 正
ただし

  （現 非常勤） 

 
以 上 




