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利便性・信頼性の高い介護肌着を提供

幅広いお客様が利用できる施設環境づくりに貢献

当社は、各事業での介護・福祉分野における技術力や経験を融合し、
より良い商品づくりに努めるとともに、新たな事業を創出しています。

衣料品事業部は、介護・福祉分野で利用されるインナー、レッグウェア等を開発しています。
なかでも「着脱簡単着」は、介護肌着の中でトップシェアを誇る商品です。着脱しやすい前開
き仕様で簡単に開くことができ、耐久性も備えた特殊な技術である「ソフトワンタッチテー
プ」は「実用新案登録商品」として認可されており、利用者に安心してご使用いただけます。
また、レッグウェアでは、締め付けが少ない「足口ゆったりソックス」、病院や施設でのお洗濯
時の仕分けに便利な「名前が書けるソックス」等、着用者や介護する方にも優しい商品を取
り揃えております。
安心・安全な品質管理・生産体制でお客様の元にお届けしています。

2015年11月に発売した新商品「前広便座 いい安座（e-anza）」は、オストメイトの方以
外にも採尿や介護の陰部洗浄にも適した形状で、病院や介護施設等、様々な場所で利用
できる便座です。
当社商業施設「コクーンシティ（埼玉県さいたま市）」の多目的トイレに設置し、お客様に
安心してご利用いただける施設環境づくりにも努めています。

当社社有地を活用した介護施設の開発・運営
当社は、社有地を時代に沿ってその地域に適した社有地開
発を行っています。直営で「カタクラケアパートナー（デイ
サービス）」を運営し、不動産賃貸として介護施設を管理し
ています。
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当期の業績の一番のトピックは、ショッピン
グセンター等の不動産事業におきまして、さ

いたま新都心駅前社有地の第二期開発「コクーンシ
ティ」の「コクーン２」、「コクーン３」がそれぞれ４月
24日、７月17日に新規開業したことです。この結果、
当期の売上高は、前期にホームセンターの一部を閉
店したことにより減収となりましたが、不動産事業

で「コクーン２」の開業による増収や機械関連事業の
消防自動車関連で大容量送水ポンプ車の売上が増加
したことで、485億73百万円（前期比9.3％増）とな
りました。
　営業損益は、増収となったものの、新規事業の先行
費用の発生、繊維事業において円安の影響による仕入
原価の高騰等により1億90百万円の損失（前期は4億
4百万円の利益）となり、経常利益は5億7百万円（前期
比43.0％減）となりました。当期純利益は、投資有価
証券売却益の発生により、2億26百万円（同15.5％
減）となりました。
　連結キャッシュ・フローにつきましては、「営業活動
によるキャッシュ・フロー」は、30億7百万円となりま
した。「投資活動によるキャッシュ・フロー」では、有形
固定資産の取得に資金を使用しました。また、「財務活
動によるキャッシュ・フロー」では、主に長期借入れに
よる収入により増加しました。
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連結財務データ

2015年12月期の業績について
お聞かせください。

経営理念

経営ビジョン

カタクラグループは、信義、誠実、親和協力を
旨とし、命と健康を守り健全で豊かな

社会の実現に貢献する。

分散と融合を追求し、健康、安全・快適、
環境との共生を実現する企業集団を目指し、

新しい「成長の芽」を創り出す。

人々の安全で
快適な暮らし
に貢献する事業

を創り出す

環境
に貢献する事業

を創り出す

人々の
健康な暮らし
に貢献する事業

を創り出す

Q

A

● 商業施設「コクーンシティ」開業
●   機械関連事業「大容量送水ポンプ

車」販売

POINT

代表取締役社長

成長事業への転換と
新規事業の創出により、
企業価値を高めてまいります。
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当社は、ディベロッパーとして段階的な街づくりを進めており、社有地全体の名称を一大商業集積エリア「コクーンシティ」
としました。エリア内では、直営のショッピングセンターだけでなく、不動産賃貸として介護施設、結婚式場等の運営・管理
を行っています。

幅広い来街目的に応えることによりさらに幅広い年齢層の
多くの人が行き交う街として2015年4月に誕生しました。

コクーンシティのコンセプトは、“訪れるたびに、驚きがある街”。
いつ訪れても新たな発見や体験がある。人が出会い、つながっていくことで街が成

長していく。そんな人の温かさや心地よさを感じることができる街づくりを目指しています。
コクーンシティでは、県内最大級の充実したショッピング環境をベースに、体験・参加型のワーク
ショップやイベントを多数実施し、コクーンシティの楽しみ方を発信しています。
また、コクーンシティで働く全ての従業員を対象とした行動指針「コクーンシティ CREDO（クレ
ド）」を掲げ、「お客様」・「働く仲間」・「地域」のみなさまへの貢献のための活動を通じ、従業員が
やりがいを持ち、楽しんで働くことができる環境づくりにも取り組んでいます。
是非、コクーンシティの魅力を探しにお越しください。

その他施設

埼玉県さいたま市大宮区

142,600m2（約43,000坪）
約78,000m2（コクーン1・コクーン2・コクーン3・パークサイドビル合計）
270店超
約3,000台（エリア合計）
約3,000台（エリア合計）

約350億円（家電量販店を除く）

パークサイドビル（飲食店他）
コクーンシティ住宅展示場
レクサスさいたま新都心店
フォルクスワーゲンさいたま新都心店
ガーデンヒルズ迎賓館
デイリーヤマザキ
介護付有料老人ホームニチイホーム

LET’S DISCOVER コクーンシティ！

訪れるたびに、驚きがある街。

2004年
9月開業コクーン1（ワン） コクーン2（ツー） コクーン3（スリー）

2015年
4月開業

2015年
7月開業

VOICE

所 在 地

敷地面積
営業面積
店 舗 数
駐車台数
駐輪台数

テナント
売上想定

商業施設事業部 コクーンシティ 
営業部上席主任　鈴木 綾子

A
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次期の連結業績の見通しにつきましては、売
上高490億円、営業利益14億円、経常利益19

億円、親会社株主に帰属する当期純利益17億円を予
想しております。中期経営計画の最終年度となる
2016年度は、その達成に向け既存事業の事業転換を
推進するとともに、新たな事業の創出に努め、企業価
値の向上を図ってまいります。
　繊維事業では、介護関連商品や快適衣料等、高付加
価値品の開発に努め、新規販売先の開拓を推進してま
いります。
　医薬品事業では、事業環境の変化に対応するため、
新薬と付加価値後発品の開発及び他社ライセンス導
入による製品ラインナップの拡充を推進してまいり
ます。
　機械関連事業では、新製品である大容量水中ポンプ
システム「Vowcan（ボーキャン）」の販売推進を図り、
アジアを中心とした海外市場の開拓に努めてまいり
ます。
　不動産事業では、「コクーンシティ」の更なる魅力創
出を図ってまいります。

　当期の配当につきましては、継続的に安定した配
当を実施することを基本としておりますので、前期
と同額の1株10円とさせていただきました。また、前
期から導入いたしました「株主優待制度」は、3年以上
保有いただくことで、選択できる当社製品の優待品
が増えますので、今後とも当社製品・施設をご利用く
ださい。前期同様、優待品の選択肢の一つとして当社
との縁も深い富岡製糸場への寄付もご選択いただけ
ます。
　株主のみなさまに
おかれましては、今
後とも、なお一層の
ご支援ご鞭撻を賜り
ますようお願い申し
上げます。

　そして、「カタクラ2016」策定以来、様々な事業が
創出された新規事業では、植物工場における低カリウ
ムレタス、はなびらたけ等の生産・販売、シルク成分と
蜂蜜を配合した化粧品の企画・販売、介護分野における
デイサービス、前広便座等の介護福祉機器の企画・販
売等、各分野における事業化を一層推進するとともに、
製品・サービスの更なる充実に取り組んでまいります。

最後に株主のみなさまへ
メッセージをお願いします。

次期見通しについて
お聞かせください。Q

● 中期経営計画「カタクラ2016」
最終年度

● 新たな事業の創出

POINT



機械関連事業は、工業用バルブや消防自動車等の製造で培った技術を活かし、世界中の
大規模災害を想定した海や河川等の無限水利からの取水や送水、また洪水による浸水
時の排水ができる運搬可能な大容量水中ポンプシステムを開発しました。

2015年11月、タイ バンコクで開催された展示会「ディフェンス＆セキュリティー 2015」
に出展し、タイをはじめ洪水や渇水が頻発するASEAN諸国に対して「Vowcan」の有用
性をPRしました。また、高い品質であることを保証するためにも国内の消防型式を取得
し、タイを中心とした海外市場の販路開拓、火災や洪水、渇水対策として国内市場の防災
分野全般に向けた提供を進めております。

植物工場（群馬・埼玉）本格稼働新規事業創出

介護・福祉分野における新たな事業スタート新規事業創出

ライフスタイル提案型の新店舗小売事業新業態

防災分野への参入

希少価値の高い「はなびらたけ」の量産化に成功し、食用き
のことして栽培しています。はなびらたけに豊富に含まれる
「β-グルカン」には、免疫力を高める作用があるといわれてい
ます。
当社のはなびらたけは、関東地区のホ
テルやレストラン等で採用され、注目
を集めています。

はなびらたけ
フランチャイズ事業（ドクターベジタブルジャパン
（株））に参入し、腎臓に疾患のある方でも安心して
美味しく召し上がることができる低カリウムレタス
を生産しています。徹底さ
れた環境管理のもと、ク
リーンルームで水耕栽培を
しているため農薬を一切使
用していません。

低カリウムレタス

当社グループは、「カタクラ2016」の基本戦略で掲げている「分散（多角化経営）と融合（シナジー    の強化）」を追求し、「成長事業への転換」と「新規事業の創出」に努めています。
2015年は、様々な事業が創出されました。

オストメイトの方が排泄しやすい「前広便座 いい安座
（e-anza）」を開発いたしました。
前広便座は、「広く開いた前部」と「幅
広・奥行きのある座面」が特長です。
便座前部を広く使えることにより、オ
ストメイトの方以外にも採尿や介護
の陰部洗浄に利用しやすくなります。
どなたとでも共有できるので、家庭
に加えて病院や介護施設等、様々な
場所で利用が見込まれています。

前広便座 いい安座（e-anza）
日本オストミー協会推奨品

社有地を活用し、当社2施設目となる「カタクラケア
パートナー 武蔵境デイサービス 紡（つむぎ）」を開業し
ました。
「紡（つむぎ）」は、優しく、そして丁寧に絹糸を紡ぐように、

利用者と家族の安心と
信頼を得られるサービ
スを心がけています。安
全な環境で、笑顔で快適
にお過ごしいただける
デイサービス施設です。

カタクラケアパートナー
武蔵境デイサービス 紡（つむぎ）

MULBERRY（マルベリー）＝桑の木。園芸とペッ
トの専門店「マルベリーガーデン」は、当社が創
業から製糸業を営み、シルクやCOCOON（コ
クーン）＝繭とともに歩んできた想いから名づけ
ました。自然との共生を通じた「癒し空間」をテー
マに、緑のある暮らし、ペットとの心豊かな毎日
を過ごすライフスタイルを提案します。

園芸とペットの専門店
「マルベリーガーデン」

大容量水中ポンプシステム『Vowcan』始動
関係会社 日本機械工業株式会社、片倉機器工業株式会社と共同開発

ボーキャン

放水イメージ

大容量水中ポンプシステム「Vowcan」

マルベリーガーデン コクーンシティ店
群馬植物工場

前広便座 いい安座 武蔵境デイサービス 紡

2015年
3月2日開業

2015年
7月17日開業

一般的な
リーフレタス

490mg

（当社）
リーフレタス

一般的なリーフ
レタスに比べ

80％減！

※mg/100gあたり

98mg以下

2015年
11月10日発売
いい トイレ

埼玉植物工場

カリウム含有量比較

機械関連融合事業

幅広い座面

広く開いた前部

奥行きある座面
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肌着等の衣料品が低迷したものの、補整下着、カ
ジュアルインナーの販売が回復し、耐熱性繊維等
の機能性繊維が堅調に推移したため増収となりま
したが、営業利益は円安の影響による仕入原価の
高騰等により減益となりました。

後発品使用促進政策強化により経皮吸収型・虚血
性心疾患治療剤「フランドルテープ」が低迷したも
のの、2015年6月に発売した経口糖尿病用剤『メ
トホルミン塩酸塩錠MT「TE」』が順調に伸長し、経
皮吸収型・β1遮断剤「ビソノテープ」についても緩
やかながら着実に販売を伸ばしております。しかし
ながら、営業利益は粗利率の低い製品の売上の増
加により減益となりました。

トラック部品は、取引の縮小により減収となったも
のの、消防自動車関連は、大容量送水ポンプ車の
売上により増収・増益となりました。
新製品である大容量水中ポンプシステム「Vowcan
（ボーキャン）」の販売促進を図り、防災関連分野へ
の進出に取り組んでまいります。

「コクーン2」の開業により増収となりました。ま
た、松本開発における土地賃貸も11月から開始し
ました。営業利益は「コクーンシティ」の開業費用
の発生等により減益となりました。

その他の区分は、ホームセンター、ビル管理サー
ビス、訪花昆虫の製造・販売、デイサービス等の新
規事業により構成されております。ホームセン
ターは、前期に一部の店舗を閉店したことにより
減収となりました。また、営業利益は新規事業の先
行費用の発生により減益となりました。

当社グループは「成長事業への転換」に向けた基盤構築を図るとともに、「新規事業の創出」に
取り組んでおります。
繊維・医薬品・機械関連等の製造事業におきましては、より一層のコストダウン努力に加えて、
付加価値の高い製品提供や独自性のある製品の開発強化に努めてまいりました。ショッピングセ
ンター等の不動産事業におきましては、さいたま新都心駅前社有地の第二期開発「コクーンシ
ティ」の「コクーン2」、「コクーン3」がそれぞれ４月24日、７月17日に新規開業しました。

事業部門の概況は次のとおりであります。

機械関連事業

消防自動車、自動車部品、
農業用機械等の製造・販売、
石油製品等の輸入販売

事業内容

不動産事業

ショッピングセンターの運営、
不動産賃貸

事業内容

その他
（小売・サービス事業）

ホームセンター、ビル管理サービス、
訪花昆虫の販売等

事業内容

医薬品事業

医療用医薬品の製造・販売
事業内容

2014

9,524 9,652

△2
△197

2015 2014 2015

売上高

96億52百万円
単位：百万円 単位：百万円

単位：百万円 単位：百万円

1億97百万円
営業損失

2014 2015 2014 2015

売上高

149億3百万円 5億24百万円
営業損失

2014 2015 2014 2015

売上高

24億27百万円 3億88百万円
営業損失

2014

7,363
8,982

2,286 2,219

2015 2014 2015

売上高

89億82百万円 22億19百万円
営業利益

2014

9,764

12,607

86
150

2015 2014 2015

売上高

126億7百万円 1億50百万円
営業利益

3,066
2,427

△35
△388

単位：百万円 単位：百万円

14,709 14,903
単位：百万円 単位：百万円

単位：百万円 単位：百万円

繊維事業
事業内容

Fire Pro PX
（軽量型消防自動車）

シルクインナー コクーン2

マルベリーガーデン

肌着、靴下、絹製品、
カジュアルインナー、補整下着、
機能性繊維の製造・販売、
ブランドライセンス業等

肌着、靴下、絹製品、
カジュアルインナー、補整下着、
機能性繊維の製造・販売、
ブランドライセンス業等

メトホルミン塩酸塩錠MT「TE」

△475 △524

877

事業部門の概況



株主優待品は自社製品です（株主様御優待券、富岡製糸場への寄付を除く）。
自社製品は、カタクラ公式オンラインショップからもご購入いただけます。

また、当社ホームページでは、株主優待制度の詳細ほか、様々な情報を発信しておりますので、是非ご覧ください。

株主のみなさまからの日頃のご支援にお応えするとともに、より多くの株主様に当社をご理解していただき、引き続きご
支援いただきたいとの思いから、株主優待制度を導入しております。
2015年12月31日現在、当社株式を100株以上保有の株主様に、保有株式数及び保有年数に応じて優待品を贈呈して
います。

紳士肌着上下セット、
シルク混ソックス

婦人肌着上下セット、
シルク混ソックス×２足

国産はちみつ180ｇ×３個 「株主様御優待券」
4,000円分

コクーンシティで利用できます

国産はちみつ180ｇ、
「絹蜜」洗顔石鹸

「富岡製糸場へ寄付」
4,000円分

絹蜜（きぬみつ）

はちみつ

インナー

「3分でわかるカタクラ」公開中！コーポレートサイト

2015年12月期 3,000株以上保有の株主様の株主優待品例

4,000円相当の優待品のいずれか
1点をお選びいただけます。

4,000円相当の優待品のいずれか
2点をお選びいただけます。

株主・投資家情報 カタクラ公式オンラインショップ

さらに

http://www.katakura.co.jp/ 上記ワードで検索 ！ カタクラ ○○ 検索

当社ホームページのご案内

3年未満保有の株主様の場合 3年以上保有いただくと…

1099

役員（2016年3月30日現在）

取締役会長 竹内　 彰雄
代 表 取 締 役 社 長 佐野　 公哉
専務取締役 田中　 　淳
常務取締役 古田　 良夫
常務取締役 本間　 淳一
取 締 役 片倉　 康行
取 締 役 前山　 忠重
取 締 役 岩ケ谷 研司

常勤監査役 大森　 邦雄
常勤監査役 吹出　 淳一
監 査 役 五日市 喬弘
監 査 役 前田　 勝生
執 行 役 員 藤本　 正明

株主優待制度のご案内会社情報・株主メモ

株主メモ会社概況（2015年12月31日現在）

商号 片倉工業株式会社
本社所在地 東京都中央区明石町6番4号
会社設立 1920年（大正9年）3月23日
資本金 18億1,729万5,000円
従業員（連結） 1,389名
株主数 7,291名(前期比107.1％)

連結子会社の概況（2015年12月31日現在）

株式会社ニチビ 水溶性繊維、耐熱性繊維の製造・販売

トーアエイヨー株式会社 医療用医薬品の製造・販売

オグランジャパン株式会社 カジュアルインナーの製造・販売

日本機械工業株式会社 消防自動車の製造・販売

片倉機器工業株式会社 農業用機械の製造・販売

カフラス株式会社 補整下着の製造・販売

株式会社片倉キャロンサービス ビル管理サービス

事 業 年 度 １月１日から12月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年３月下旬

基 準 日
定時株主総会の議決権及び 
期末配当については
毎年12月31日

単 元 株 式 数 100株

公 告 方 法

電子公告
（http://www.katakura.co.jp/）
（  やむを得ない事由により、電子公告に

よることができない場合は、日本経済
新聞に掲載いたします。）

株主名簿管理人及び 
特別口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

事 務 取 扱 場 所 東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

郵 便 物 送 付 先 
お 問 合 せ 先

〒168-8507 
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部 
電話　  0120－288－324（フリーダイヤル）

平日９時～17時

特別口座に関する 
事 務 取 次 所

みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
みずほ証券株式会社　 
本店及び全国各支店

（注）1.取締役 前山忠重、岩ケ谷研司の
両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 五日市喬弘、前田勝生の
両氏は、社外監査役であります。



本社所在地　〒104-8312 
東京都中央区明石町6番4号 ニチレイ明石町ビル
電話 03－6832－1873（大代表）
ホームページアドレス http://www.katakura.co.jp/

利便性・信頼性の高い介護肌着を提供

幅広いお客様が利用できる施設環境づくりに貢献

当社は、各事業での介護・福祉分野における技術力や経験を融合し、
より良い商品づくりに努めるとともに、新たな事業を創出しています。

衣料品事業部は、介護・福祉分野で利用されるインナー、レッグウェア等を開発しています。
なかでも「着脱簡単着」は、介護肌着の中でトップシェアを誇る商品です。着脱しやすい前開
き仕様で簡単に開くことができ、耐久性も備えた特殊な技術である「ソフトワンタッチテー
プ」は「実用新案登録商品」として認可されており、利用者に安心してご使用いただけます。
また、レッグウェアでは、締め付けが少ない「足口ゆったりソックス」、病院や施設でのお洗濯
時の仕分けに便利な「名前が書けるソックス」等、着用者や介護する方にも優しい商品を取
り揃えております。
安心・安全な品質管理・生産体制でお客様の元にお届けしています。

2015年11月に発売した新商品「前広便座 いい安座（e-anza）」は、オストメイトの方以
外にも採尿や介護の陰部洗浄にも適した形状で、病院や介護施設等、様々な場所で利用
できる便座です。
当社商業施設「コクーンシティ（埼玉県さいたま市）」の多目的トイレに設置し、お客様に
安心してご利用いただける施設環境づくりにも努めています。

当社社有地を活用した介護施設の開発・運営
当社は、社有地を時代に沿ってその地域に適した社有地開
発を行っています。直営で「カタクラケアパートナー（デイ
サービス）」を運営し、不動産賃貸として介護施設を管理し
ています。

コクーンシティ内多目的トイレ

介護・福祉
分野

繊維
事業

新規
事業

不動産
事業

2015年1月1日～2015年12月31日

証券コード：3001

1
4
5
7
9
10
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衣料品事業部 03-6832-0233

商品のお問い合わせ

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

名前を
書くことが
できます

CSR報告―社会貢献活動―

フリーダイヤル 0120-369-085

介護衣料商品

前広便座 いい安座

カタクラケアパートナー


