
 

平成 30 年 3 月 27 日 

各   位 

会社名   倉庫精練株式会社 

代表者名  代表取締役社長   中前 和宏 

コード   3578 東証 2部 

問合せ先    総務課長      上田 紀昭 

電話番号  076-249-3131 

 

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ 

 

当社の非上場の親会社等であります丸井織物株式会社の平成 29 年 12 月期の決算内容等が確定し

ましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

1．非上場の親会社等の概要  

（1）親会社等の名称   丸井織物株式会社 

 （2）所在地       石川県鹿島郡中能登町久乃木井部 15 番地 

 （3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宮本 徹 

 （4）事業内容      合繊織物及び合繊産業資材織物の製造並びに販売 

（5）資本金       57,184 千円 

（6）当社との関係 

   ①資本関係     当社の議決権所有割合 50.26％（平成 29年 9月 30日現在） 

   ②人的関係     当社の代表取締役会長である宮本 徹が丸井織物株式会社 

の代表取締役社長を、当社の取締役である宮本 好雄並び 

に北野 雅博が丸井織物株式会社の専務取締役をそれぞれ 

兼務しております。 

   ③取引関係     当社との合繊織物の染色委託加工の取引及び当社グループ 

子会社のコーコク機械株式会社にて機械の製造販売、メン 

テナンスの取引があります。 



2.株式等の状況 

(１)所有者別状況 

     平成29年12月31日現在

株式の状況 

外国法人等 区分 政府及び

地方公共

団体 

金融機関 
金融商品取

引業者 

その他の

法人 個人以外 個人 
個人その他 計 

単元未満株式

の状況 

（株） 

株主数（人） ― ― ― 1 ― ― 35 36 ― 

所有株式数

（株） 
― ― ― 28,705 ― ― 85,663 114,368 ― 

所有株式数

の割合（％） 
― ― ― 25.10 ― ― 74.90 100.00 ― 

（注） 「所有株式数の割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

(２)大株主の状況 

   平成29年12月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数に対

する所有株式数の割

合（％） 

宮米織物株式会社 
石川県鹿島郡中能登町徳前 12 部

46 番地 
28,705 25.10 

宮本 シヅ子 石川県鹿島郡中能登町 16,332 14.28 

宮本 哲夫 石川県鹿島郡中能登町 8,000 6.99 

土田 章江 富山県富山市 5,975 5.22 

宮本 登喜子 石川県鹿島郡中能登町 5,810 5.08 

宮本 米蔵 神奈川県平塚市 5,700 4.98 

宮本 淳二 東京都町田市 5,700 4.98 

宮本 嘉子 石川県鹿島郡中能登町 4,266 3.73 

宮本 徹 石川県鹿島郡中能登町 2,940 2.57 

宮本 正二 石川県鹿島郡中能登町 2,500 2.19 

計 ─ 85,928 75.13 

（注） 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 



（3）役員の状況 男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有株

式数 

（株） 

代表取締役社長 ― 宮本 徹 
昭和 28 年 

１月５日生 

昭和52年11月 

昭和 55 年 1 月 

昭和 56 年２月 

昭和 61 年２月 

平成３年 12 月 

 

平成11年10月 

平成 13 年３月 

平成 29 年６月 

 

丸井織物㈱入社  

丸井織物㈱退職し、宮米織物㈱入社  

宮米織物㈱取締役就任  

加え、丸井織物㈱取締役就任  

宮米織物㈱及び丸井織物㈱専務取締役

就任  

丸井織物㈱代表取締役社長就任（現任）  

宮米織物㈱代表取締役社長就任（現任） 

上記に加え、倉庫精練㈱代表取締役会長

就任（現任） 

（注１） 2,940 

専務取締役 ― 宮本 好雄 
昭和 36 年 

５月 22 日生 

平成元年５月 

平成 13 年４月 

 

平成 18 年３月 

 

平成 19 年３月 

 

平成 28 年３月 

 

平成 29 年６月 

宮米織物㈱入社  

宮米織物㈱及び丸井織物㈱総務部長就

任  

宮米織物㈱及び丸井織物㈱取締役総務

管理部門長就任  

宮米織物㈱及び丸井織物㈱常務取締役

就任  

宮米織物㈱及び丸井織物㈱専務取締役

就任（現任） 

上記に加え、倉庫精練㈱取締役就任（現

任） 

（注１） 1,000 

専務取締役 ― 北野 雅博 
昭和 28 年 

12 月８日生 

昭和 51 年１月 

平成 13 年４月 

平成 19 年３月 

平成 28 年３月 

 

平成 29 年６月 

丸井織物㈱入社  

丸井織物㈱第一生産部長就任  

宮米織物㈱取締役生産部門長就任  

宮米織物㈱取締役退任、丸井織物㈱専務

取締役に就任（現任） 

上記に加え、倉庫精練㈱取締役就任（現

任） 

（注１） 1,500 

常務取締役 ― 宮本 米蔵 
昭和 35 年 

７月 24 日生 

平成 15 年１月 

平成 16 年５月 

 

平成 19 年３月 

平成 26 年１月 

 

平成 28 年３月 

丸井織物㈱入社  

海外事業部長及び丸井織物（南通）有限

公司総経理就任  

丸井織物㈱取締役就任  

丸井織物㈱取締役海外事業部門及び経

営企画部門長就任  

丸井織物㈱常務取締役就任（現任） 

（注１） 5,700 

取締役 ― 村本 和宏 
昭和 39 年 

12 月 7日生 

昭和 59 年４月 

平成 21 年 4 月 

平成 28 年３月 

丸井織物㈱入社  

丸井織物㈱営業部長就任  

丸井織物㈱取締役営業部門長就任（現

任） 

（注１） ― 

取締役 ― 宮本 智行 
昭和 54 年 

11 月 10 日生 

平成24年10月 

平成26年10月 

平成 28 年３月 

宮米織物㈱入社  

丸井織物㈱ネット事業部門長就任  

上記に加え、丸井織物㈱取締役就任（現

任） 

（注１） ― 

監査役 ― 古澤 久良 
昭和 26 年 

３月 15 日生 

昭和 48 年４月 

平成３年８月 

平成８年３月 

平成 19 年３月 

 

平成 28 年３月 

宮米織物㈱入社  

宮米織物㈱商品開発室室長就任  

宮米織物㈱取締役開発部門長就任  

宮米織物㈱取締役退任、丸井織物㈱常務

取締役営業開発部門長に就任  

丸井織物㈱常務取締役退任、監査役に就

任（現任） 

（注２） ― 

計 11,140 

 

 

 



（注１）取締役の任期は、平成 29 年３月 22 日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとなります。 

（注２）監査役の任期は、平成 28 年３月 24 日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとなります。 

（注３）代表取締役社長宮本徹は、取締役宮本智行の実父であります。 



3.財務諸表 

貸借対照表  

  

2017 年 12 月 31 日 現在  

丸井織物株式会社        (単位：円)  

資   産   の   部 負   債   の   部  

【流動資産】 6,188,003,565 【流動負債】 1,318,941,176  

現金 173,756 買掛金 858,771,662  

当座預金 30,621,428 未払金 236,171,912  

普通預金 316,478,239 未払役員報酬等 12,800,000  

定期預金 3,201,012,315 預り金 8,892,874  

受取手形 209,344,520 未払事業税等 27,293,200  

売掛金 927,396,211 未払法人税等 58,993,300  

有価証券 128,593,664 仮受金 3,651,728  

製品 344,564,645 未払消費税 112,366,500  

原材料 444,032,318 負債合計 1,318,941,176  

半製品 341,699,315 純   資   産   の   部  

貯蔵品 10,668,698 【株主資本】 8,106,205,612  

立替金 14,795,713 【資本金】 57,184,000  

短期貸付金 164,980,000 【利益剰余金】 8,049,021,612  

未収金 35,196,330 利益準備金 15,275,000  

前払費用 3,107,376 【その他利益剰余金】 8,033,746,612  

仮払金 4,477,254 別途積立金 7,618,900,000  

ボビン保証金 10,394,860 繰越利益剰余金 414,846,612  

繰延税金資産 8,529,604 （内当期純利益） (407,685,366)  

貸倒引当金 △ 8,062,681 純資産合計 8,106,205,612  

【固定資産】 3,237,143,223      

【有形固定資産】 1,428,661,268      

建物 418,732,794      

建物付属設備 96,665,179      

構築物 67,465,393      

機械及び装置 317,475,032      

車両運搬具 3,487,887      

工具器具備品 16,432,111      

一括償却資産 8,625,489      

土地 465,160,408      

建設仮勘定 34,616,975      

【無形固定資産】 58,729,993      

電話加入権 576,500      

無形固定資産 58,153,493      

【投資その他資産】 1,749,751,962      

投資有価証券 1,694,571,817      

出資金 12,030,095      

長期貸付金 5,000,000      

積立配当金 27,401      

長期前払費用 24,785,368      

その他投資 13,236,412      

長期繰延税金資産 100,869      

資産合計 9,425,146,788 負債・純資産合計 9,425,146,788  

  注１ 流動資産の繰延税金資産は、未払事業税（当期確定申告要納付分）、棚卸評価  

  注２ 固定資産の長期繰延税金資産は個別評価金銭債権に係る貸倒引当金  

           

           



損益計算書 

自  2017 年  1 月  1 日 

至  2017 年 12 月 31 日 

丸井織物株式会社   (単位：円) 

勘   定   科   目 金           額 

【売上高】   9,626,728,563 

【売上原価】     

期首製品棚卸高 812,299,079   

当期製品製造原価 7,717,582,197   

合計 8,529,881,276   

期末製品棚卸高 345,731,918 8,184,149,358 

売上総利益   1,442,579,205 

【販売費及び一般管理費】     

営業利益   531,742,341 

【営業外収益】     

受取利息 14,462,369   

受取配当金 4,447,939   

雑収入 156,758,821 175,669,129 

【営業外費用】     

棚卸資産評価損 1,167,273   

雑損失 12,853,188 14,020,461 

経常利益   693,391,009 

【特別利益】     

固定資産売却益 4,193,192   

貸倒引当金戻入 7,344,553 11,537,745 

【特別損失】     

固定資産除却損 4,621,581   

貸倒引当金繰入 8,062,681   

役員退職慰労金 19,200,000   

有価証券評価損 500,000   

特別償却費 103,043,625   

その他の特別損失 18,669,025 154,096,912 

税引前当期純利益   550,831,842 

法人税等充当金   141,630,449 

法人税等調整額   1,516,027 

当期純利益   407,685,366 

注 適用実効税率は短期・長期共に税率 29.97％ 

     

（製造）減価償却費   246,682,585  

     

（販） 減価償却費  40,638,824  

 



株主資本等変動計算書 

自  2017 年  1 月  1 日 

至  2017 年 12 月 31 日 

丸井織物株式会社 (単位：円) 

        

【株主資本】 

【資本金】 【利益剰余金】 

【その他利益剰余金】 

  

資本金 利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

利益剰余金合

計 

株主資本合計 

純資産合計 

当期首残高 57,184,000 15,275,000 7,233,900,000 403,598,046 7,652,773,046 7,709,957,046 7,709,957,046 

当期変動額               

剰余金処分により別途積立金に振替     385,000,000 △ 385,000,000 0 0 0 

株主配当金       △ 11,436,800 △ 11,436,800 △ 11,436,800 △ 11,436,800 

当期純利益       407,685,366 407,685,366 407,685,366 407,685,366 

当期変動額合計     385,000,000 11,248,566 396,248,566 396,248,566 396,248,566 

当期末残高 57,184,000 15,275,000 7,618,900,000 414,846,612 8,049,021,612 8,106,205,612 8,106,205,612 

 


