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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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 ％

20年３月期 165,538 3.6 4,683 △14.6 3,734 △32.5 3,594 16.2

19年３月期 159,823 4.6 5,482 △26.5 5,536 △16.4 3,093 △28.0

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 ％ ％ ％

20年３月期 15 68  － 3.9 1.9 2.8

19年３月期 13 49  － 3.3 2.7 3.4

（参考）持分法投資損益 20年３月期 36百万円 19年３月期 64百万円

(2）連結財政状態

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

20年３月期 199,630 94,311 44.6 388 41

19年３月期 202,241 98,837 46.5 410 11

（参考）自己資本 20年３月期 89,034百万円 19年３月期 94,035百万円

(3）連結キャッシュ・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

20年３月期 4,095 △2,224 493 13,299

19年３月期 3,814 △3,858 △4,133 10,736

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 0 00 5 00 5 00 1,146 37.1 1.2

20年３月期 0 00 7 00 7 00 1,604 44.6 1.8

21年３月期（予想） 0 00 5 00 5 00 － 49.9 －

 （注）20年３月期期末配当金の内訳　記念配当　2円00銭

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 82,500 3.1 1,500 △29.6 1,600 △20.6 600 △85.1 2 62

通期 170,300 2.9 4,700 0.4 4,700 25.9 2,300 △36.0 10 03
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）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） 20年３月期 246,939,284株 19年３月期 246,939,284株

②　期末自己株式数 20年３月期 17,709,032株 19年３月期 17,643,415株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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 ％

20年３月期 105,929 △0.5 1,317 △35.0 1,985 △35.2 2,300 △10.0

19年３月期 106,441 5.3 2,025 △33.9 3,063 △12.0 2,557 18.4

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

円 銭 円 銭

20年３月期 10 03  －

19年３月期 11 15  －

(2）個別財政状態

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

20年３月期 149,261 79,487 53.3 346 76

19年３月期 159,727 86,738 54.3 378 28

（参考）自己資本 20年３月期 79,487百万円 19年３月期 86,738百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 51,700 △1.9 300 △36.2 1,000 △24.9 600 △79.8 2 62

通期 105,600 △0.3 1,300 △1.3 2,300 15.8 1,400 △39.1 6 11

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の４ページを参照してください。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

①当連結会計期間の経営成績 

　当連結会計年度のわが国経済は、原油価格の高騰や建築基準法改正による建築着工の低迷、政治の混乱といっ

た不安材料を抱えながらも、年度半ばまでは堅調な輸出と設備投資を背景に、景気は緩やかな回復基調を維持し

ておりました。しかし、年度後半には、サブプライム住宅ローン問題の表面化に伴う米国経済の停滞、一次産品

価格の高騰、株式市場の低迷、ドル安の進行などにより経済環境が悪化し、一転して減速感が強まりました。

　当社グループの主力である繊維部門が属する天然繊維業界では、国内においては、原料・燃料価格の上昇に伴

うコストアップや高水準の製品輸入の影響及び衣料品消費の伸び悩みにより、また海外においては、東南アジア

を中心とする通貨高の進行による輸出採算の悪化も加わり、きびしい状況が続きました。

　また、非繊維部門の主要販売先である自動車業界は、好調な輸出に支えられ、国内生産が堅調に推移しました

が、住宅関連業界は、建築基準法改正の影響や景気の先行き懸念などにより、新設住宅着工件数が大幅に減少し

ました。

　このような状況にあって、当社グループは当連結会計年度を初年度とした３ヵ年の中期経営計画「ＧＥ’09　

（Growth ＆ Expansion'09)」の達成に向け、「顧客起点の企画提案・ものづくり」を基本的な考え方として、顧

客やマーケットのニーズにマッチした商品やサービスの提供に努めるとともに、新たな市場・需要の開拓、新商

品の開発に注力しました。

　また、非繊維事業拡大のため、昨年１２月に機能性フィルム等の製造・販売会社であるシーダム㈱の全株式を

取得し、子会社化しました。

　この結果、売上高は１，６５５億円と前連結会計年度に比べ５７億円（３．６％）の増収となりましたが、営

業利益は、原料・燃料価格の上昇に伴うコストアップの影響などにより、４６億８千万円と前連結会計年度に比

べ７億９千万円（△１４．６％）の減益となり、経常利益も３７億３千万円と前連結会計年度に比べ１８億円（△

３２．５％）の減益となりました。

　また、特別利益に連結子会社の固定資産売却益など５４億円を計上する一方、特別損失に構造改善関係費用な

ど２９億７千万円を計上したことなどにより、当期純利益は３５億９千万円と前連結会計年度に比べ５億円（１

６．２％）の増益となりました。

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

 （繊維事業）

　国内では、原料・燃料価格の高騰、輸入品との競争激化、天候不順による販売低迷、また海外では東南アジア

を中心とする通貨高による輸出採算の悪化など、きびしい環境で推移しました。

　この結果、売上高は８６８億円と前連結会計年度に比べ５億円（△０．７％）の減収となり、前連結会計年度

に比べ１５億５千万円減益の４億９千万円の営業損失となりました。

 

 （化成品事業）

　建築基準法改正の影響などにより住宅着工が大幅に落ち込んだことから、外装化粧材などの住宅建材は低調に

推移しました。

　軟質ウレタンフォームなどの自動車内装材は、自動車業界における好調な輸出を背景に堅調に推移し、また半

導体関連商品も好調を持続しました。

　この結果、売上高は４８６億円とシーダム㈱を子会社化したこともあって、前連結会計年度に比べ５８億円（１

３．７％）の増収となり、営業利益も１０億８千万円と前連結会計年度に比べ１億９千万円（２１．４％）の増

益となりました。

 

 （不動産活用事業）

　安定的な収益確保を目指し、賃貸事業の推進に注力した結果、売上高は６５億円、営業利益は３０億円となり、

いずれも前連結会計年度に比べ、ほぼ横ばいとなりました。

 

 （工作機械事業）

　主力の横中ぐりフライス盤が国内では造船、建設機械など重厚長大産業向けに、また輸出でも、北米、中国向

けが順調に推移しました。

　この結果、売上高は７０億円と前連結会計年度に比べ４億円（７．２％）の増収となりましたが、設備増強に

よる減価償却費の増加などにより、営業利益は１２億６千万円と前連結会計年度に比べ、ほぼ横ばいとなりまし

た。
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 （エレクトロニクス事業）

　コンピュータ・カラーマッチング・システムや自動計量装置は伸び悩みましたが、攪拌脱泡装置、赤外線計測

システム及び画像処理技術を応用した各種検査システムが順調に推移しました。

　この結果、売上高は４８億円と前連結会計年度に比べ５億円（１１．７％）の増収となり、営業利益も６億７

千万円と前連結会計年度に比べ１億４千万円（２７．７％）の増益となりました。

 

 （その他の事業）

　エンジニアリング部門は、水処理装置及び薬液供給設備が堅調に推移しました。

　バイオメディカル部門は、細胞関連の試薬製品は化粧品分野などを中心に堅調に推移しましたが、機器製品は

低調でした。

　食品部門は、即席めんの小売価格上昇に伴う需要低迷や、消費者の食品の安全に対する意識の高まりを受けた

品質管理費用の増加もあり低調でした。

　この結果、売上高は１１７億円とリネンサプライ事業を行っていた連結子会社を清算したことなどから前連結

会計年度に比べ４億円（△３．４％）の減収となりましたが、エンジニアリング部門の業績が回復したことなど

により、営業利益は１億５千万円と前連結会計年度に比べ４億円の増益となりました。

 

②会社が対処すべき課題及び翌連結会計年度の見通し

 　今後のわが国の経済情勢につきましては、サブプライム住宅ローン問題の影響の拡大や原油価格高騰などによ

る米国をはじめとする海外経済の減速を受け、輸出の鈍化や個人消費の低迷などが予想され、景気の落ち込みが

懸念されます。

  このような状況のなか、当社グループは顧客に常に満足していただける商品とサービスをタイムリーに提供し、

生産・販売における効率的なグローバル体制の構築、価格競争力の強化及び市場ニーズを先取りした新商品の開

発・提案に努めるとともに、非繊維事業の育成・拡大に注力し、中期経営計画の目標達成に努めてまいります。

　平成２１年３月期の通期連結業績の見通しは、売上高１，７０３億円、営業利益４７億円、経常利益４７億円、

当期純利益２３億円を予定しております。 

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産は、新規連結のシーダム㈱の影響で売上債権や有形・無形固定資産が増加しました

が、株価下落による評価差額の減で投資有価証券が減少したことなどにより、１,９９６億円と前連結会計年度末

に比べ２６億円減少しました。

　負債は、繰延税金負債は減少しましたが、新規連結会社の影響で仕入債務や借入金が増加したことなどにより、

１,０５３億円と前連結会計年度末に比べ１９億円増加しました。

　純資産は、その他有価証券評価差額金が減少したことなどにより、９４３億円と前連結会計年度末に比べ４５

億円減少し、自己資本比率は１．９ポイント低下して４４．６％となりました。

 

②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、１３２億９千万円となり、前連

結会計年度末に比べ２５億６千万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、４０億９千万円（前連結会計年度比２億８千万円増）

となりました。これは、税金等調整前当期純利益６１億６千万円、減価償却費６６億７千万円、投資活動に属す

る有形・無形固定資産売却損益の調整額△４８億７千万円、法人税等の支払額△３７億５千万円などによるもの

です。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、△２２億２千万円（前連結会計年度比１６億３千万円

増）となりました。これは、有形・無形固定資産の取得による支出△５０億９千万円、関係会社株式の取得によ

る支出△２１億３千万円、有形・無形固定資産の売却による収入４７億８千万円などによるものです。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、４億９千万円（前連結会計年度比４６億２千万円増）

となりました。これは、長期借入れによる収入４９億５千万円、長期借入金返済による支出△３５億１千万円、

配当金の支払額△１１億４千万円などによるものです。

 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

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 平成20年３月期

自己資本比率（％） ４３．４ ４２．７ ４５．７ ４６．５ ４４．６

時価ベースの自己資本

比率（％）
２２．４ ３４．８ ４５．９ ３７．１ ２５．７

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年）
６．４ ３．８ ３．０ ８．６ ９．２

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ（倍）
１０．３ １５．９ １９．０ ７．４ ７．４

 （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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

　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）利益配分に関する基本方針及び当事業年度・翌事業年度の配当

  当社は、株主の皆様に対する配当を企業の最重要課題のひとつであるとの認識にたち、継続的・安定的な利益還

元を基本としております。配当決定に際しましては、収益状況、企業体質、配当性向等を総合的に勘案し、中・長

期的な観点から決定していく方針であります。

  当事業年度の配当につきましては、当社の主力である繊維部門を取り巻く経営環境はきびしい状況ではあります

が、本年３月９日をもって当社創立１２０周年を迎え、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、１株当たり

２円の記念配当を行うこととしております。これに前事業年度と同額の１株当たり５円の普通配当を加え、期末配

当は、１株当たり計７円を予定しております。

　翌事業年度の配当につきましては、１株当たり５円の期末配当を予定しております。
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２．企業集団の状況
 当社グループが営んでいる主な事業内容と、当該事業における当社及び関係会社３８社（子会社３２社、関連会社６社）

の位置付けは、次のとおりであります。

　なお、主な事業内容の区分は、事業の種類別セグメント情報における事業区分と一致しています。

　繊維事業 ：当社は綿、合繊、羊毛その他素材の繊維製品（糸、織物、編物及び二次製品）の製造・販

売を行っており、製品の一部は㈱クラボウテキスタイル、㈱クラボウアパレル、㈱ボンド

リーム、倉紡時装（香港）有限公司［倉紡（珠海）紡織有限公司の親会社］、㈱アップラ

イズ等に販売しています。

一方、㈱クラボウテキスタイル、㈱クラボウアパレル、㈱ボンドリーム、倉紡時装（香

港）有限公司、大正紡績㈱、タイ・クラボウ㈱、サイアム・クラボウ㈱、㈱クラボウ・マ

ヌンガル・テキスタイル等から糸・織編物・二次製品を購入しています。

倉敷繊維加工㈱は、不織布、ニット等の製造・販売並びに補強ネットの受託製造を行って

おり、当社は、同社に対し補強ネットの製造を委託しています。

クラシキ・ド・ブラジル・テキスタイル㈲は糸の製造・販売を、タイ・テキスタイル・デ

ベロップメント・アンド・フィニッシング㈱は綿、合繊織物の受託染色整理加工を行って

います。

 　化成品事業 ：当社はポリウレタンフォーム、合成木材、無機建材、機能性フィルム、精密ろ過関連製品

及び高性能エンプラ製品の製造・販売を行っています。

東名化成㈱、クラボウ関西化成㈱及び中国化成工業㈱は当社からポリウレタンフォーム等

を購入し、ポリウレタンフォーム等の製造・加工・販売を行っており、一部の製品につい

ては当社を通じて販売しています。

エコー技研㈱は当社から高性能エンプラ製品を購入し、半導体洗浄装置等の製造・販売を

行っています。

シーダム㈱は機能性フィルム等の製造・販売を行っています。

広州倉敷化工製品有限公司はポリウレタンフォーム等の製造・販売を行っています。

 　不動産活用事業 ：当社は不動産の賃貸及び駐車場経営を行っており、㈱倉敷アイビースクエア、㈱クラボウ

ドライビングスクール等に設備を賃貸しています。

当社から賃借した設備で、㈱倉敷アイビースクエアはホテル・レストラン等を、㈱クラボ

ウドライビングスクールは自動車教習所を経営しています。

また、繊維事業を営んでいる大正紡績㈱は不動産賃貸業を兼営しています。

不動産賃貸業を営んでいた倉敷染工㈱は、平成19年８月に会社清算しました。

 　工作機械事業 ：倉敷機械㈱は工作機械等の製造・販売を行っています。

 　エレクトロニクス事業 ：当社は色彩管理、生産管理、ＣＡＤ等に関する情報システム機器及び検査・計測システム

の製造・販売を行っており、㈱クラボウテクノシステムに情報システム機器の据付・保守

等を委託し、㈱テクノサイエンスから検査・計測機器を購入しています。

また、工作機械事業を営んでいる倉敷機械㈱は情報機器事業を兼営しています。

 　その他の事業   

 　　エンジニアリング ：当社は環境・リサイクル関連の各種プラント、設備及び機器の設計・製作・施工・販売を

行っており、クラボウ工事サービス㈱に環境設備等の施工・修理等を委託しています。

 　　その他 ：当社はバイオ関連製品等の製造・販売を行っています。

日本ジフィー食品㈱は真空凍結乾燥食品の製造・販売を、㈱マスティ倉敷は食料品・日用

品等の小売販売を、恒栄商事㈱は生命保険・損害保険代理業務並びにローン・リース事業

を、㈱倉敷国際ホテルはホテル・旅館・レストランの経営を行っています。

リネンサプライ及びクリーニング業を営んでいたクラボウリネンサプライ㈱は、平成19年

12月に会社清算しました。

 

　当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「セグメント情報」に記載

のとおりであります。
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 事業の系統図は次のとおりであります。

 

製 品 

倉 敷 繊 維 加 工 ㈱ 

㈱ ク ラ ボ ウ テ キ ス タ イ ル 
㈱ ク ラ ボ ウ ア パ レ ル 
㈱ ボ ン ド リ ー ム 
倉紡時装(香港)有限公司(中国) 
倉紡(珠海)紡織有限公司(中国) 

㈱ ア ッ プ ラ イ ズ 

大 正 紡 績 ㈱ ※ 
タイ・クラボウ㈱（タイ国） 
サイアム･クラボウ㈱(タイ国) 
㈱クラボウ・マヌンガル・テキ

スタイル(インドネシア国) 

クラシキ・ド・ブラジル・テキ
スタイル㈲（ブラジル国） 

他２社 

シ ー ダ ム ㈱ 
広州倉敷化工製品有限公司（中国） 

他2社 

㈱ 倉 敷 ア イ ビ ー ス ク エ ア 
㈱クラボウドライビングスクール 

大 正 紡 績 ㈱ ※ 

ク ラ ボ ウ 工 事 サ ー ビ ス ㈱ 

㈱クラボウテクノシステム 

子 会 社 
────────── 

受 託 加 工 

製 品 

製 品 

製 品 

東 名 化 成 ㈱ 
ク ラ ボ ウ 関 西 化 成 ㈱ 
中 国 化 成 工 業 ㈱ 

製 品 

設備の賃貸 

設備の施工・修理 

機器の据付・保守 

タイ・テキスタイル・デベロップメント 
・アンド・フィニッシング㈱ 

（タイ国） 
他３社 

㈱ テ ク ノ サ イ エ ン ス 

倉 敷 機 械 ㈱ ※ 
クラキアメリカコーポレーション(米国) 

他1社 

日 本 ジ フ ィ ー 食 品 ㈱ 

㈱ マ ス テ ィ 倉 敷 
恒 栄 商 事 ㈱ 

㈱ 倉 敷 国 際 ホ テ ル 

関 連 会 社 
────────── 

エ コ ー 技 研 ㈱ 
製 品 

倉 敷 機 械 ㈱ ※ 

当 社 

繊     

維     

事     

業 

化 

成 

品 

事 

業 

不
動
産
活
用
事
業 

エンジニ
アリング 

そ
の
他
の
事
業 

その他 

工作機械事業 

食品 そ
の
他
の
事
業 

その他 

エ
レ
ク
ト
ロ

ニ
ク
ス
事
業 

　（注）１．※印は、複数の事業を営んでいる関係会社であります。

２．倉敷機械㈱は東京証券取引所（第２部）及び大阪証券取引所（第２部）に上場しております。

３．倉敷染工㈱は、平成19年８月に会社清算しました。

４．クラボウリネンサプライ㈱は、平成19年12月に会社清算しました。

５．シーダム㈱は、平成19年12月に全株式を取得したことにより、子会社となりました。
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３．経営方針
平成19年３月期決算短信（平成19年5月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.kurabo.co.jp/

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   11,150   13,756  2,606

２．受取手形及び売掛金   40,168   43,546  3,378

３．有価証券   410   1,081  670

４．棚卸資産   23,869   25,618  1,748

５．繰延税金資産   1,595   2,032  437

６．その他   1,525   2,055  529

　　貸倒引当金   △276   △160  116

流動資産合計   78,444 38.8  87,930 44.0 9,486

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物   33,726   33,402  △324

(2）機械装置及び運搬具   14,890   16,251  1,360

(3）土地   13,891   14,524  633

(4）建設仮勘定   1,039   464  △574

(5）その他   2,202   2,193  △9

有形固定資産合計   65,750 32.5  66,836 33.5 1,085

２．無形固定資産   858 0.4  1,955 1.0 1,097

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   52,001   37,031  △14,970

(2）繰延税金資産   439   839  400

(3）その他   5,326   5,537  210

　　貸倒引当金   △579   △501  78

投資その他の資産合計   57,187 28.3  42,907 21.5 △14,280

固定資産合計   123,797 61.2  111,699 56.0 △12,097

資産合計   202,241 100  199,630 100 △2,611
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   24,257   26,302  2,045

２．短期借入金   20,951   22,016  1,064

３．未払費用   2,415   2,378  △37

４．未払法人税等   957   681  △276

５．繰延税金負債   6   3  △2

６．従業員預り金   1,457   1,453  △4

７．賞与引当金   1,515   1,465  △50

８．役員賞与引当金   20   20  －

９．構造改善関係費用引当金   －   1,095  1,095

10．その他   3,596   4,298  702

流動負債合計   55,177 27.3  59,714 29.9 4,536

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   2,671   6,692  4,021

２．繰延税金負債   14,974   9,371  △5,602

３．退職給付引当金   8,788   8,542  △245

４．役員退職慰労引当金   576   659  83

５．預り敷金・保証金   19,727   19,270  △456

６．その他   1,489   1,066  △422

固定負債合計   48,226 23.8  45,604 22.9 △2,622

負債合計   103,403 51.1  105,318 52.8 1,914

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   22,040 10.9  22,040 11.0 －

２．資本剰余金   18,257 9.0  18,258 9.2 0

３．利益剰余金   44,894 22.2  47,343 23.7 2,448

４．自己株式   △3,218 △1.6  △3,239 △1.6 △20

株主資本合計   81,974 40.5  84,402 42.3 2,428

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   18,588 9.2  10,192 5.1 △8,395

２．繰延ヘッジ損益   3 0.0  △40 △0.0 △43

３．為替換算調整勘定   △6,530 △3.2  △5,521 △2.8 1,009

評価・換算差額等合計   12,061 6.0  4,631 2.3 △7,429

Ⅲ　少数株主持分   4,801 2.4  5,277 2.6 476

純資産合計   98,837 48.9  94,311 47.2 △4,525

負債純資産合計   202,241 100  199,630 100 △2,611
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   159,823 100  165,538 100 5,715

Ⅱ　売上原価   133,772 83.7  139,649 84.4 5,876

売上総利益   26,050 16.3  25,888 15.6 △161

Ⅲ　販売費及び一般管理費   20,567 12.9  21,205 12.8 637

営業利益   5,482 3.4  4,683 2.8 △799

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  221   221    

２．受取配当金  427   571    

３．為替差益  152   －    

４．持分法による投資利益  64   36    

５．その他  687 1,553 1.0 505 1,335 0.8 △217

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  636   671    

２．棚卸資産評価損  102   423    

３．為替差損  －   300    

４．その他  761 1,499 0.9 888 2,284 1.3 784

経常利益   5,536 3.5  3,734 2.3 △1,801

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益  －   4,900    

２．裁判勝訴金  178   184    

３．事業譲渡益  －   179    

４．貸倒引当金戻入益  －   140    

５．投資有価証券売却益  849 1,028 0.6 － 5,404 3.2 4,375

Ⅶ　特別損失         

１．構造改善関係費用  873   1,869    

２．投資有価証券評価損  153   575    

３．棚卸資産整理損  －   366    

４．異常操業損失  －   133    

５．関係会社株式評価損  －   33    

６．関係会社譲渡損失  323   －    

７．火災損失  179   －    

８．固定資産撤去損  54 1,583 1.0 － 2,978 1.8 1,395

税金等調整前当期純利益   4,981 3.1  6,160 3.7 1,178

法人税、住民税及び事業税  1,912   3,043    

法人税等調整額  △585 1,326 0.8 △785 2,258 1.3 931

少数株主利益   560 0.4  306 0.2 △254

当期純利益   3,093 1.9  3,594 2.2 501
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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18年３月31日　残高
（百万円）

22,040 18,256 42,988 △3,195 80,088

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △1,146  △1,146

役員賞与（注）   △40  △40

当期純利益   3,093  3,093

自己株式の取得    △24 △24

自己株式の処分  1  1 3

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
（百万円） － 1 1,906 △22 1,885

平成19年３月31日　残高
（百万円）

22,040 18,257 44,894 △3,218 81,974

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

23,474 － △7,755 15,718 4,018 99,825

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（注）      △1,146

役員賞与（注）      △40

当期純利益      3,093

自己株式の取得      △24

自己株式の処分      3

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△4,885 3 1,224 △3,657 783 △2,874

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△4,885 3 1,224 △3,657 783 △988

平成19年３月31日　残高
（百万円）

18,588 3 △6,530 12,061 4,801 98,837

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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19年３月31日　残高
（百万円）

22,040 18,257 44,894 △3,218 81,974

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △1,146  △1,146

当期純利益   3,594  3,594

自己株式の取得    △22 △22

自己株式の処分  0  1 2

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
（百万円） － 0 2,448 △20 2,428

平成20年３月31日　残高
（百万円）

22,040 18,258 47,343 △3,239 84,402

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

18,588 3 △6,530 12,061 4,801 98,837

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当      △1,146

当期純利益      3,594

自己株式の取得      △22

自己株式の処分      2

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△8,395 △43 1,009 △7,429 476 △6,953

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△8,395 △43 1,009 △7,429 476 △4,525

平成20年３月31日　残高
（百万円）

10,192 △40 △5,521 4,631 5,277 94,311
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  4,981 6,160 1,178

減価償却費  5,602 6,673 1,071

減損損失  － 390 390

退職給付・役員退職慰労引当金の増
減額（△＝減）

 △229 △153 76

貸倒引当金の増減額（△＝減）  62 △226 △289

受取利息及び配当金  △648 △793 △144

支払利息  636 671 35

為替差損益（△＝益）  △177 112 289

持分法による投資損益（△＝益）  △64 △36 28

有形・無形固定資産売却損益（△＝
益）

 72 △4,870 △4,943

有形・無形固定資産廃棄損  306 119 △187

事業譲渡益  － △179 △179

有価証券売却損益（投資有価証券売
却損益を含む）（△＝益）

 △582 △5 577

有価証券評価損(投資有価証券評価
損を含む)

 153 609 455

売上債権の増減額（△＝増）  △2,662 △820 1,842

棚卸資産の増減額（△＝増）  △629 △919 △289

仕入債務の増減額（△＝減）  527 41 △485

預り敷金・保証金の増減額（△＝
減）

 1 △398 △399

構造改善関係費用引当金の増減額
（△＝減）

 － 1,095 1,095

その他（純額）  △1,016 186 1,203

小計  6,331 7,656 1,325

利息及び配当金の受取額  688 740 52

利息の支払額  △512 △550 △37

法人税等の支払額  △2,691 △3,751 △1,059

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,814 4,095 280
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の純増減額（△＝増）  1,755 △42 △1,798

有価証券の取得による支出  △199 △749 △549

有価証券の売却による収入  4 － △4

有価証券の償還による収入  － 530 530

有形・無形固定資産の取得による支
出

 △5,734 △5,097 636

有形・無形固定資産の売却による収
入

 535 4,788 4,252

投資有価証券の取得による支出  △1,283 △7 1,275

投資有価証券の売却による収入  1,300 24 △1,276

貸付けによる支出  △1 △10 △8

貸付金の回収による収入  63 14 △48

関係会社株式の取得による支出  △176 △2,130 △1,954

連結範囲変更を伴う子会社持分譲渡
による支出

 △62 － 62

事業譲渡による収入  － 670 670

その他（純額）  △59 △214 △154

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,858 △2,224 1,633

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）  △415 497 912

長期借入れによる収入  1,730 4,950 3,220

長期借入金の返済による支出  △4,058 △3,518 540

自己株式の取得による支出  △24 △22 1

自己株式の売却による収入  3 2 △0

配当金の支払額  △1,147 △1,147 △0

その他（純額）  △220 △267 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,133 493 4,626

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額
（△＝損）

 210 199 △10

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△＝
減）

 △3,967 2,563 6,530

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  14,704 10,736 △3,967

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  10,736 13,299 2,563
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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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　27社

主要な連結子会社名

倉敷機械㈱、日本ジフィー食品㈱、倉敷繊維加工㈱、

倉敷染工㈱、㈱倉敷アイビースクエア、大正紡績㈱、

㈱クラボウテキスタイル、東名化成㈱、クラシキ・

ド・ブラジル・テキスタイル㈲、タイ・クラボウ㈱、

サイアム・クラボウ㈱、倉紡時装（香港）有限公司、

倉紡（珠海）紡織有限公司、広州倉敷化工製品有限

公司である。

なお、美倉毛紡織有限公司については、当社持分を

すべて譲渡したため、当連結会計年度より連結子会

社から除外した。

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　26社

主要な連結子会社名

倉敷機械㈱、日本ジフィー食品㈱、倉敷繊維加工㈱、

㈱倉敷アイビースクエア、大正紡績㈱、㈱クラボウ

テキスタイル、東名化成㈱、クラシキ・ド・ブラジ

ル・テキスタイル㈲、タイ・クラボウ㈱、サイア

ム・クラボウ㈱、倉紡時装（香港）有限公司、倉紡

（珠海）紡織有限公司、広州倉敷化工製品有限公司

である。

なお、倉敷染工㈱については平成19年８月に、また、

クラボウリネンサプライ㈱については平成19年12月

に、それぞれ会社清算したため、当連結会計年度よ

り連結子会社から除外したが、清算時までの損益計

算書については連結している。

また、シーダム㈱は平成19年12月に全株式を取得し、

当連結会計年度より連結している。

(2）主要な非連結子会社名

恒栄商事㈱

(2）主要な非連結子会社名

同左

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社４社の合計の総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金等の額のうち持分に見合う

額は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していない。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社６社の合計の総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金等の額のうち持分に見合う

額は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していない。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の非連結子会社は、１社（恒栄商事㈱）

である。

２．持分法の適用に関する事項

(1）同左

(2）持分法適用の関連会社は、２社（㈱倉敷国際ホテル、

タイ・テキスタイル・デベロップメント・アンド・

フィニッシング㈱）である。

(2）同左

(3）持分法を適用しない主要な非連結子会社名及び関連

会社名

桐郷倉紡時装有限公司

(3）持分法を適用しない主要な非連結子会社名及び関連

会社名

同左

（持分法を適用していない理由）

持分法非適用会社７社は、それぞれ連結純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がない。

（持分法を適用していない理由）

持分法非適用会社９社は、それぞれ連結純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がない。

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、倉敷機械㈱の決算日は３月20日、

クラシキ・ド・ブラジル・テキスタイル㈲、タイ・ク

ラボウ㈱、サイアム・クラボウ㈱、㈱クラボウ・マヌ

ンガル・テキスタイル、倉紡時装（香港）有限公司、

倉紡(珠海)紡織有限公司及び広州倉敷化工製品有限公

司の決算日は12月31日、クラキアメリカコーポレー

ションの決算日は２月28日である。連結財務諸表の作

成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引については、連結決

算上必要な調整を行っている。

その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致して

いる。

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、倉敷機械㈱の決算日は３月20日、

クラシキ・ド・ブラジル・テキスタイル㈲、タイ・ク

ラボウ㈱、サイアム・クラボウ㈱、㈱クラボウ・マヌ

ンガル・テキスタイル、倉紡時装（香港）有限公司、

倉紡(珠海)紡織有限公司及び広州倉敷化工製品有限公

司の決算日は12月31日、クラキアメリカコーポレー

ションの決算日は２月29日である。連結財務諸表の作

成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引については、連結決

算上必要な調整を行っている。

その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致して

いる。

クラボウ（3106）平成 20 年３月期決算短信

－ 16 －



前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(ア)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法によって

いる。（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し

ている。）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(ア)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法によっている。

時価のないもの

同左

(イ)デリバティブ

時価法によっている。

(イ)デリバティブ

同左

(ウ)棚卸資産

主として移動平均法に基づく低価法によっている。

(ウ)棚卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社及び国内連結子会社は、主として定率法に

よっている。ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く。）については、

定額法によっている。

海外連結子会社は定額法によっている。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社及び国内連結子会社は、主として定率法に

よっている。ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く。）については、

定額法によっている。

海外連結子会社は定額法によっている。

（会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更している。こ

れにより、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155百万円減少している。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載している。

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上している。

これにより、営業利益は402百万円、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞれ405百万円

減少している。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載している。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準

(ア)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上している。

(3）重要な引当金の計上基準

(ア)貸倒引当金

同左

(イ)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基

づき、当連結会計年度負担額を計上している。

(イ)賞与引当金

同左

(ウ)役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度におけ

る支給見込額に基づき計上している。

(ウ)役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度におけ

る支給見込額に基づき計上している。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）

を適用している。

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益は、それぞれ20百万円減少している。

なお、営業利益への影響額に重要性がないため、

セグメント情報に与える影響は記載していない。

 

　　（エ）　　　　 　 ────── (エ)構造改善関係費用引当金

 事業の構造改善に伴う損失に備えるため、今後の

費用発生見込額を計上している。

(オ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。

過去勤務債務は、主としてその発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により費用処理している。

数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしている。

(オ)退職給付引当金

同左

(カ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上している。

(カ)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

よっている。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(5）重要なヘッジ会計の方法

(ア)ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっている。

なお、為替予約については、振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理に、金利スワップにつ

いては、特例処理の要件を満たしている場合は特

例処理によっている。

(5）重要なヘッジ会計の方法

(ア)ヘッジ会計の方法

同左

(イ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (イ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約等  外貨建債権・債務

金利スワップ  借入金

同左

(ウ)ヘッジ方針

社内管理規程に基づき、為替相場や金利の市場変

動によるリスクを回避するためにデリバティブ取

引を利用しており、投機目的のものはない。

(ウ)ヘッジ方針

同左

(エ)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が

同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続

して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全

に相殺するものと想定することができるため、

ヘッジ有効性の判定は省略している。

(エ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式に

よっている。

(6）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は、全面時価評価法

を採用している。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却については、投資ごとに

投資効果の発現する期間を見積り、20年以内で均等償

却している。

なお、重要性がないものについては一時償却している。

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなる。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（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）を適用している。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は94,032百万円

である。

なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

連結財務諸表規則により作成している。

　　　　　　　　　 ──────

 

 

 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表関係）

前連結会計年度まで、有限会社に対する当社持分は、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示していたが、「会

社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成

17年法律第87号）第２条第２項により、有限会社の持分が

有価証券（株式）とみなされることとなったため、当連結

会計年度より、投資その他の資産の「投資有価証券」に含

めて表示している。

なお、当連結会計年度末の「投資有価証券」に含めた有限

会社に対する持分は４百万円である。

　　　　　　　　　 ──────
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注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　　　　　　　　　 ────── 　減損損失

当社グループは、当連結会計年度に以下の資産について

減損損失を計上した。

 （単位：百万円）

用途 種類 場所 減損損失

綿合繊紡績

設備

機械装置ほ

か

当社観音寺工場

（香川県観音寺

市）ほか

※ 265

羊毛紡績設

備
機械装置

当社津工場（三重

県津市）
18

無機建材製

造設備

機械装置ほ

か

当社群馬工場（群

馬県伊勢崎市）
※ 106

当社グループは、事業資産については管理会計上の区分で、

遊休資産については個別の物件単位でグルーピングを行っ

ている。

上記綿合繊及び羊毛紡績設備は廃棄を、無機建材製造設備

については休止を決定したので、帳簿価額を回収可能価額

（備忘価額）まで減額し、当該減少額（390百万円）を特

別損失「構造改善関係費用」に含めて計上した。

 ※減損損失の主な固定資産の種類ごとの内訳

綿合繊紡

績設備

265百万円（内、建物及び構築物117百万円、

機械装置146百万円、その他１百

万円）

無機建材

製造設備 

106百万円（内、建物及び構築物26百万円、

機械装置74百万円、その他５百万

円）

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 246,939 ― ― 246,939

合計 246,939 ― ― 246,939

自己株式     

普通株式 17,579 74 10 17,643

合計 17,579 74 10 17,643

　（注）自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少は単元未満株式の売渡しによるもので

ある。
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２．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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,146 ５ 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 1,146 利益剰余金 ５ 平成19年３月31日 平成19年６月29日

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 246,939 ― ― 246,939

合計 246,939 ― ― 246,939

自己株式     

普通株式 17,643 74 9 17,709

合計 17,643 74 9 17,709

　（注）自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少は単元未満株式の売渡しによるもので

ある。

２．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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 1,146 ５ 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,604 利益剰余金 ７ 平成20年３月31日 平成20年６月30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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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19年３月31日現在）

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20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 11,150百万円

預入期間が３カ月を超える定期

預金
△415　〃

取得日から３カ月以内に償還さ

れる短期投資（有価証券）
1　〃

現金及び現金同等物 10,736　〃

現金及び預金勘定 13,756百万円

預入期間が３カ月を超える定期

預金
△458　〃

取得日から３カ月以内に償還さ

れる短期投資（有価証券）
1　〃

現金及び現金同等物 13,299　〃

２．重要な非資金取引の内容

──────

２．重要な非資金取引の内容

──────
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（有価証券関係）

前連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在）

 種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 16,286 47,830 31,544

債券 20 20 0

その他 183 184 0

小計 16,489 48,034 31,545

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 529 407 △121

債券 1,038 1,037 △1

その他 － － －

小計 1,568 1,444 △123

合計 18,057 49,479 31,421

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額 1,305百万円

売却益の合計額 849　〃

売却損の合計額 1　〃

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成19年３月31日現在）

その他有価証券  

非上場株式 1,132百万円

非上場外国債券 110　〃

その他 471　〃

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（平成19年３月31日現在）

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

国債 329 20 － －

社債 － － － －

その他 199 199 10 －

合計 528 219 10 －
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当連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在）

 種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 13,805 31,393 17,587

債券 219 220 0

その他 184 185 0

小計 14,209 31,798 17,588

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 2,659 2,389 △269

債券 1,056 1,054 △2

その他 － － －

小計 3,715 3,443 △271

合計 17,925 35,241 17,316

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

売却額 24百万円

売却益の合計額 5　〃

売却損の合計額 －　

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成20年３月31日現在）

その他有価証券  

非上場株式 1,022百万円

非上場外国債券 110　〃

その他 460　〃

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（平成20年３月31日現在）

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

国債 69 － － －

社債 － － － －

その他 799 100 10 －

合計 869 100 10 －
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付企業年金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており、退職給付信託を設定

している。

　また、連結子会社の一部は、厚生年金基金制度、適格退職年金制度、確定拠出年金制度及び退職一時金制度

を設けている。

２．退職給付債務に関する事項

 前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △14,490 △14,016

(2）年金資産（百万円）　　　　　　  10,644 8,170

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円） △3,846 △5,845

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） △1,038 1,741

(5）未認識過去勤務債務（百万円） △488 △430

(6）連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)（百

万円）
△5,372 △4,534

(7）前払年金費用（百万円） 3,415 4,007

(8）退職給付引当金(6)－(7)（百万円） △8,788 △8,542

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

 
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、主

として簡便法を採用している。

 （注）同左
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）勤務費用（百万円）　　　　　　（注）２ 783 928

(2）利息費用（百万円） 242 240

(3）期待運用収益（百万円） △79 △93

(4）会計基準変更時差異の費用処理額（百万円） ― ―

(5）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） △37 60

(6）過去勤務債務の費用処理額(百万円) △62 △62

(7）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)

（百万円）
846 1,072

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金を241

百万円支払っている。

 （注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金を206

百万円支払っている。

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、「(1）勤務費用」に計上している。

 ２．同左

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

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2）割引率（％） 主として2.0 同左

(3）期待運用収益率（％） 2.0 同左

(4）過去勤務債務の額の処理年数 主として10年（発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法によ

り費用処理している。）

同左

(5）数理計算上の差異の処理年数 主として10年（各連結会計年

度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理す

ることとしている。）

同左
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（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18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
繊維事業
（百万円）

化成品事
業
（百万円）

不動産活
用事業
（百万円）

工作機械
事業
(百万円)

その他の
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益         

　　売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
87,452 42,762 6,624 6,530 16,453 159,823 － 159,823

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

52 4 231 － 114 402 (402) －

計 87,504 42,766 6,856 6,530 16,567 160,226 (402) 159,823

　　営業費用 86,448 41,875 3,825 5,242 16,289 153,680 659 154,340

　　営業利益 1,056 891 3,031 1,287 278 6,545 (1,062) 5,482

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出
        

資産 86,849 31,842 22,051 9,767 14,255 164,766 37,475 202,241

減価償却費 2,821 1,097 986 103 541 5,551 51 5,602

資本的支出 3,546 1,426 13 481 506 5,975 42 6,017

　当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
繊維事業
（百万
円）

化成品
事業
（百万
円）

不動産
活用事
業
（百万
円）

工作機
械事業
(百万
円)

エレク
トロニ
クス事
業（百
万円） 
 

その他
の事業
（百万
円）

計
（百万
円）

消去又
は全社
（百万
円）

連結
（百万
円）

Ⅰ．売上高及び営業損益          

　　売上高          

(1）外部顧客に対する

売上高
86,871 48,619 6,503 7,002 4,804 11,737 165,538 － 165,538

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

35 3 243 － 20 99 402 (402) －

計 86,906 48,622 6,747 7,002 4,825 11,836 165,941 (402) 165,538

　　営業費用 87,402 47,541 3,739 5,741 4,148 11,679 160,252 602 160,854

営業利益又は営業損

失（△）
△495 1,081 3,007 1,261 676 157 5,689 (1,005) 4,683

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出

         

資産 85,458 38,496 21,628 11,376 4,172 9,473 170,604 29,025 199,630

減価償却費 3,351 1,559 925 248 159 366 6,610 63 6,673

減損損失 284 106 － － － － 390 － 390

資本的支出 2,852 1,037 67 1,157 156 186 5,456 53 5,510

クラボウ（3106）平成 20 年３月期決算短信

－ 28 －



（注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっている。

なお、「エレクトロニクス事業」については、当連結会計年度における当該セグメントの営業利益の金額が

全セグメントの営業利益の10％超となったため、当連結会計年度より「その他の事業」から区分表示するこ

ととした。

また、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分する

と次のようになる。
 

　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
繊維事業
（百万
円）

化成品
事業
（百万
円）

不動産
活用事
業
（百万
円）

工作機
械事業
(百万
円)

エレク
トロニ
クス事
業（百
万円） 
 

その他
の事業
（百万
円）

計
（百万
円）

消去又
は全社
（百万
円）

連結
（百万
円）

Ⅰ．売上高及び営業損益          

　　売上高          

(1）外部顧客に対する

売上高
87,452 42,762 6,624 6,530 4,300 12,152 159,823 － 159,823

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

52 4 231 － 22 109 420 (420) －

計 87,504 42,766 6,856 6,530 4,323 12,261 160,243 (420) 159,823

営業費用 86,448 41,875 3,825 5,242 3,793 12,513 153,698 641 154,340

営業利益又は営業損

失（△）
1,056 891 3,031 1,287 529 △251 6,545 (1,062) 5,482

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出
         

資産 86,849 31,842 22,051 9,767 3,467 10,789 164,767 37,473 202,241

減価償却費 2,821 1,097 986 103 128 413 5,551 51 5,602

資本的支出 3,546 1,426 13 481 160 346 5,975 42 6,017

２．各事業区分の主要製品等

(1）繊維事業　　　　　　…綿・合繊・羊毛その他各種素材の繊維製品

(2）化成品事業　　　　　…ポリウレタンフォーム、合成木材、無機建材、機能性フィルム、精密ろ過関連製

品、高性能エンプラ製品

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

(4) 工作機械事業　　　　…工作機械、産業機械

(5) エレクトロニクス事業…情報システム機器、検査・計測システム

(6）その他の事業　　　　…環境制御等の機器・装置、バイオ関連製品、真空凍結乾燥食品、食料品・日用品・

土産物等の小売販売

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は前連結会計年度1,062百万円、当連結

会計年度1,093百万円であり、その内容は、親会社の研究開発費の一部である。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度37,583百万円、当連結会計年度

29,752百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有

価証券）等である。

 ５.「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更している。これにより、当連結会計年度の営業費用は、繊維事業が24

百万円、化成品事業が97百万円、不動産活用事業が０百万円、工作機械事業が13百万円、エレクトロニクス

事業が９百万円、その他の事業が５百万円、消去又は全社が５百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少

している。

　また、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。これにより、当連結会

計年度の営業費用は、繊維事業が288百万円、化成品事業が88百万円、不動産活用事業が２百万円、エレクト

ロニクス事業が５百万円、その他の事業が８百万円、消去又は全社が９百万円増加し、営業利益がそれぞれ

同額減少している。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
その他の地
域(百万円)

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円)

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 140,859 13,219 5,744 159,823 － 159,823

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,733 2,100 5 3,838 (3,838) －

計 142,592 15,319 5,750 163,661 (3,838) 159,823

営業費用 137,370 14,734 5,233 157,337 (2,997) 154,340

営業利益 5,222 584 517 6,324 (841) 5,482

Ⅱ．資産 142,254 17,527 5,076 164,858 37,382 202,241

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
その他の地
域(百万円)

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円)

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 145,808 13,179 6,549 165,538 － 165,538

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,932 3,403 10 5,346 (5,346) －

計 147,741 16,583 6,559 170,884 (5,346) 165,538

営業費用 142,600 16,877 6,085 165,564 (4,709) 160,854

営業利益又は営業損失

（△）
5,140 △294 474 5,320 (637) 4,683

Ⅱ．資産 147,751 18,537 5,877 172,167 27,462 199,630

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりである。

(1）アジア……………中国、タイ、インドネシア

(2）その他の地域……ブラジル、米国

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

３.」と同一である。

４．資産のうち「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の「注４.」と

同一である。

 ５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。これにより、当連結会計年度の営業費用は、日本が149百

万円、消去又は全社が５百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。

また、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上している。これにより、当連結会計年度の営業費用は、日本が393百万円、消去又は全社が

９百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 29,029 9,308 38,337

Ⅱ．連結売上高（百万円）   159,823

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
18.2 5.8 24.0

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 28,812 10,536 39,349

Ⅱ．連結売上高（百万円）   165,538

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
17.4 6.4 23.8

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりである。

(1）アジア……………中国、タイ、インドネシア

(2）その他の地域……ブラジル、米国

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

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 410.11円

１株当たり当期純利益金額 13.49円

１株当たり純資産額 388.41円

１株当たり当期純利益金額 15.68円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため、記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため、記載していない。

　（注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（百万円） 3,093 3,594

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,093 3,594

普通株式の期中平均株式数（千株） 229,331 229,256
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　　　　２.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度末

（平成19年３月31日）
当連結会計年度末

（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 98,837 94,311

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
4,801 5,277

（うち少数株主持分） (4,801) (5,277)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 94,035 89,034

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（千株）
229,295 229,230

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　重要な子会社の解散

当社は平成19年４月27日開催の取締役会において、

100％出資子会社である倉敷染工株式会社を平成19年

５月31日付で解散することを決議した。清算結了日は

平成19年８月31日の予定である。

なお、同社は平成18年11月30日に繊維事業を行ってい

た工場跡地の譲渡契約を締結しており、平成19年７月

中旬に引き渡す予定である。

これに伴い、平成20年３月期の連結会計年度において、

約46億円の特別利益「固定資産売却益」が発生する予

定である。

　　　　　　　　　 ──────

 

 

 

 

 （開示の省略）

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信における

開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略している。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第１９９期

（平成19年３月31日）
第２００期

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   3,912   6,165  2,252

２．受取手形   5,483   5,526  43

３．売掛金   22,661   22,506  △155

４．製品   8,213   8,703  489

５．原料   1,118   1,275  157

６．仕掛品   4,068   4,478  409

７．貯蔵品   312   300  △11

８．前払費用   71   82  10

９．繰延税金資産   610   1,439  828

10．未収入金   558   1,122  563

11．その他   1,192   158  △1,033

貸倒引当金   △126   △70  56

流動資産合計   48,078 30.1  51,689 34.6 3,611

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物   24,185   22,815  △1,370

(2）構築物   2,884   2,743  △140

(3）機械装置   6,450   5,606  △844

(4）車両・運搬具   12   15  3

(5）工具・器具・備品   1,271   1,250  △20

(6）土地   6,224   7,410  1,186

(7）建設仮勘定   469   211  △258

有形固定資産合計   41,497 26.0  40,052 26.9 △1,445

２．無形固定資産         

(1）借地権   18   18  －

(2）ソフトウェア   298   277  △20

(3）その他   66   54  △12

無形固定資産合計   383 0.2  350 0.2 △33
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第１９９期

（平成19年３月31日）
第２００期

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   50,044   35,391  △14,652

(2）関係会社株式   14,921   16,879  1,957

(3）出資金   1   1  －

(4）長期貸付金   1   0  △0

(5）従業員長期貸付金   17   15  △1

(6）関係会社長期貸付金   535   468  △66

(7）破産更生債権等   14   9  △4

(8）長期前払費用   138   98  △39

(9）前払年金費用   3,415   4,007  592

(10）その他   693   305  △388

貸倒引当金   △14   △9  4

投資その他の資産合計   69,768 43.7  57,169 38.3 △12,598

固定資産合計   111,649 69.9  97,572 65.4 △14,077

資産合計   159,727 100  149,261 100 △10,465

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   3,769   3,786  16

２．買掛金   13,891   14,886  994

３．短期借入金   7,075   6,025  △1,050

４．一年以内に返済予定の長期借
入金

  660   51  △609

５．未払金   734   778  44

６．未払費用   1,312   1,185  △127

７．未払法人税等   461   133  △328

８．前受金   298   634  335

９．預り金   213   636  423

10．賞与引当金   908   893  △15

11．役員賞与引当金   20   20  －

12．構造改善関係費用引当金   －   1,095  1,095

13．従業員預り金   1,457   1,453  △4

14．設備代支払手形   193   64  △128

15．その他   0   19  18

流動負債合計   30,997 19.4  31,663 21.2 666
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第１９９期

（平成19年３月31日）
第２００期

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   65   2,413  2,348

２．繰延税金負債   14,121   8,364  △5,756

３．退職給付引当金   6,523   6,347  △175

４．役員退職慰労引当金   393   480  87

５．関係会社構造改善費用引当金   266   266  －

６．預り敷金・保証金   19,517   19,206  △311

７．その他   1,104   1,032  △72

固定負債合計   41,991 26.3  38,110 25.5 △3,880

負債合計   72,988 45.7  69,774 46.7 △3,214

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   22,040 13.8  22,040 14.8 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  15,255   15,255    

(2）その他資本剰余金  3,002   3,003    

資本剰余金合計   18,257 11.4  18,258 12.3 0

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  4,090   4,090    

(2）その他利益剰余金         

配当準備積立金  2,500   2,500    

従業員保護基金  330   330    

固定資産圧縮積立金  5,651   5,511    

別途積立金  12,000   13,000    

繰越利益剰余金  6,523   6,817    

利益剰余金合計   31,095 19.5  32,249 21.6 1,153

４．自己株式   △3,218 △2.0  △3,239 △2.2 △20

株主資本合計   68,175 42.7  69,309 46.5 1,133

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   18,563 11.6  10,190 6.8 △8,373

２．繰延ヘッジ損益   △0 △0.0  △11 △0.0 △11

評価・換算差額等合計   18,563 11.6  10,178 6.8 △8,384

純資産合計   86,738 54.3  79,487 53.3 △7,251

負債純資産合計   159,727 100  149,261 100 △10,465
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(2）損益計算書

  
第１９９期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第２００期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   106,441 100  105,929 100 △512

Ⅱ　売上原価   92,124 86.5  92,411 87.2 286

売上総利益   14,317 13.5  13,518 12.8 △799

Ⅲ　販売費及び一般管理費   12,292 11.6  12,201 11.6 △90

営業利益   2,025 1.9  1,317 1.2 △708

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  84   54    

２．受取配当金  974   1,172    

３．技術援助料  286   304    

４．資産賃貸料  94   －    

５．為替差益  68   －    

６．その他  179 1,686 1.6 179 1,710 1.6 24

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  273   288    

２．棚卸資産評価損  －   295    

３．為替差損  －   150    

４．固定資産処分損  103   －    

５．棚卸資産廃棄損  72   －    

６．その他  199 649 0.6 307 1,042 0.9 393

経常利益   3,063 2.9  1,985 1.9 △1,077

Ⅵ　特別利益         

１．関係会社清算配当金  －   2,542    

２．固定資産売却益  －   188    

３．貸倒引当金戻入益  76   59    

４．関係会社構造改善費用引当
金取崩益

 1,002   －    

５．投資有価証券売却益  849 1,928 1.8 － 2,790 2.6 862

Ⅶ　特別損失         

１．構造改善関係費用  168   1,869    

２．投資有価証券評価損  110   545    

３．棚卸資産整理損  －   366    

４．異常操業損失  －   133    

５．関係会社株式評価損  228   75    

６．関係会社譲渡損失  171 679 0.6 － 2,990 2.8 2,311

税引前当期純利益   4,312 4.1  1,785 1.7 △2,526

法人税、住民税及び事業税  700   340    

法人税等調整額  1,054 1,754 1.7 △854 △514 △0.5 △2,269

当期純利益   2,557 2.4  2,300 2.2 △256
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(3）株主資本等変動計算書

第１９９期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

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

平成18年３月31日　残高
（百万円）

22,040 15,255 3,000 18,256 4,090 25,615 29,705 △3,195 66,806

事業年度中の変動額          

特別償却準備金の取崩
＜前事業年度分＞（注）

     － －  －

特別償却準備金の取崩
＜当事業年度分＞

     － －  －

固定資産圧縮積立金
の取崩＜前事業年度分＞
（注）

     － －  －

固定資産圧縮積立金
の取崩＜当事業年度分＞

     － －  －

別途積立金の積立（注）      － －  －

剰余金の配当（注）      △1,146 △1,146  △1,146

役員賞与（注）      △20 △20  △20

当期純利益      2,557 2,557  2,557

自己株式の取得        △24 △24

自己株式の処分   1 1    1 3

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

         

事業年度中の変動額合計（百
万円）

－ － 1 1 － 1,390 1,390 △22 1,369

平成19年３月31日　残高
（百万円）

22,040 15,255 3,002 18,257 4,090 27,005 31,095 △3,218 68,175

※　その他利益剰余金の内訳

 

その他利益剰余金

配当準備
積立金

従業員保
護基金

特別償却
準備金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

その他
利益
剰余金
合計

平成18年３月31日　残高（百万円） 2,500 330 4 6,188 11,000 5,592 25,615

事業年度中の変動額        

特別償却準備金の取崩
＜前事業年度分＞（注）

  △2   2 －

特別償却準備金の取崩
＜当事業年度分＞

  △2   2 －

固定資産圧縮積立金
の取崩＜前事業年度分＞（注）

   △281  281 －

固定資産圧縮積立金
の取崩＜当事業年度分＞

   △255  255 －

別途積立金の積立（注）     1,000 △1,000 －

剰余金の配当（注）      △1,146 △1,146

役員賞与（注）      △20 △20

当期純利益      2,557 2,557

事業年度中の変動額合計（百万円） － － △4 △536 1,000 931 1,390

平成19年３月31日　残高（百万円） 2,500 330 － 5,651 12,000 6,523 27,005
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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18年３月31日　残高（百万円） 23,447 － 23,447 90,253

事業年度中の変動額     

特別償却準備金の取崩
＜前事業年度分＞（注）

   －

特別償却準備金の取崩
＜当事業年度分＞

   －

固定資産圧縮積立金
の取崩＜前事業年度分＞（注）

   －

固定資産圧縮積立金
の取崩＜当事業年度分＞

   －

別途積立金の積立（注）    －

剰余金の配当（注）    △1,146

役員賞与（注）    △20

当期純利益    2,557

自己株式の取得    △24

自己株式の処分    3

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△4,883 △0 △4,883 △4,883

事業年度中の変動額合計（百万円） △4,883 △0 △4,883 △3,514

平成19年３月31日　残高（百万円） 18,563 △0 18,563 86,738

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。
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第２００期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

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

平成19年３月31日　残高
（百万円）

22,040 15,255 3,002 18,257 4,090 27,005 31,095 △3,218 68,175

事業年度中の変動額          

固定資産圧縮積立金の積
立

     － －  －

固定資産圧縮積立金の取
崩

     － －  －

別途積立金の積立      － －  －

剰余金の配当      △1,146 △1,146  △1,146

当期純利益      2,300 2,300  2,300

自己株式の取得        △22 △22

自己株式の処分   0 0    1 2

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

         

事業年度中の変動額合計（百
万円）

－ － 0 0 － 1,153 1,153 △20 1,133

平成20年３月31日　残高
（百万円）

22,040 15,255 3,003 18,258 4,090 28,159 32,249 △3,239 69,309

※　その他利益剰余金の内訳

 

その他利益剰余金

配当準備
積立金

従業員保
護基金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

その他
利益
剰余金
合計

平成19年３月31日　残高（百万円） 2,500 330 5,651 12,000 6,523 27,005

事業年度中の変動額       

固定資産圧縮積立金の積立   89  △89 －

固定資産圧縮積立金の取崩   △229  229 －

別途積立金の積立    1,000 △1,000 －

剰余金の配当     △1,146 △1,146

当期純利益     2,300 2,300

事業年度中の変動額合計（百万円） － － △139 1,000 293 1,153

平成20年３月31日　残高（百万円） 2,500 330 5,511 13,000 6,817 28,159
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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19年３月31日　残高（百万円） 18,563 △0 18,563 86,738

事業年度中の変動額     

固定資産圧縮積立金の積立    －

固定資産圧縮積立金の取崩    －

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △1,146

当期純利益    2,300

自己株式の取得    △22

自己株式の処分    2

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△8,373 △11 △8,384 △8,384

事業年度中の変動額合計（百万円） △8,373 △11 △8,384 △7,251

平成20年３月31日　残高（百万円） 10,190 △11 10,178 79,487

 

会計処理方法の変更

第１９９期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第２００期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（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）を適用している。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は86,739百万円

である。

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いる。

　　　　　　　　　 ──────

　　　　　　　　　 ────── （固定資産の減価償却の方法）

 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更している。これにより、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ75百

万円減少している。

 （追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上している。

これにより、営業利益は311百万円、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ315百万円減少している。
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表示方法の変更

第１９９期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第２００期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表関係）

前事業年度まで、有限会社に対する当社持分は、投資その

他の資産の「関係会社出資金」又は「出資金」に含めて表

示していたが、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律」（平成17年法律第87号）第２条第２項により、

有限会社の持分が有価証券（株式）とみなされることと

なったため、当事業年度より、投資その他の資産の「関係

会社株式」又は「投資有価証券」に含めて表示している。

なお、当事業年度末の「関係会社株式」に含めた有限会社

に対する持分は5,076百万円、「投資有価証券」に含めた

有限会社に対する持分は４百万円である。

　　　　　　　　　 ──────

（損益計算書関係）

前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示して

いた固定資産処分損は、営業外費用の100分の10を超える

こととなったため、当事業年度から「固定資産処分損」と

して区分掲記することとした。

なお、前事業年度の「固定資産処分損」は82百万円である。

（損益計算書関係）

 １．前事業年度まで区分掲記していた「資産賃貸料」（当

事業年度90百万円）は、金額に重要性がなくなったた

め、営業外収益の「その他」に含めて表示することと

した。

 ２．前事業年度まで区分掲記していた「固定資産処分損」

（当事業年度74百万円）及び「棚卸資産廃棄損」（当

事業年度69百万円）は、営業外費用の総額の100分の

10以下となったため、営業外費用の「その他」に含め

て表示することとした。
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６． 役員の異動 

 

(1) 昇任予定取締役候補者 

              該当者なし 

 

(2) 新任取締役・新任監査役候補者 

              該当者なし 

 

(3) 退任予定取締役・退任予定監査役 

              該当者なし 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


