
いい空間には、いいパーティションがある。

第47期 報告書
平成18年4月１日から平成19年3月31日まで
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■株主の皆様へ

　株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと

お慶び申し上げます。

　さて、当社は平成19年3月31日をもちまして第47期を

終了いたしました。ここに当期の報告書をお届けし、その

概況等につきましてご報告させていただきますので、ご高

覧のほどお願い申し上げます。

　株主の皆様には、今後とも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。

平成19年6月

　　　　　　　　代表取締役社長
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■株主の皆様へ

配当方針についてお聞かせ下さい。

当社は、株主利益の長期的な増大を目標とし、その
ため配当の継続的安定性を原則としながら、利益状
況への対応も配慮いたします。

　当期の期末配当につきましては、１株につき１円増配の
12円を予定しております。
　中間配当につきましても２円増配の12円を配当いたし
ましたので、当期の配当金は合計年24円となります。
　また、今期（平成19年度）の１株当たり配当金は、中間、
期末ともに２円増配の14円とし、年間28円を予定してお
ります。

当期の経営成績について、ポイントをお
聞かせ下さい。

当期の連結業績につきましては、
　①売上高は、前期比5.2％増と過去最高

②営業利益、経常利益は４期連続の増益
となりました。

　当期におけるわが国経済は、企業収益の改善や民間設備
投資の拡大等を背景に、景気は緩やかな回復基調で推移し
ました。しかし、一方では、米国の景気減速や金利上昇の
懸念等、景気の先行きについては依然として不透明感が残
る状況であります。
　間仕切業界につきましては、鋼材価格の高止まりに加
え、アルミ地金の価格上昇や販売価格の競争激化等、損益
面でのマイナス要因はありましたが、需要面では民間設備
投資の拡大による工場の需要や、首都圏でのオフィスのリ
ニューアル需要等が引き続き堅調に推移しました。
　このような情勢のもと、当社は営業部門の強化を進め、
新規顧客の開拓や既存顧客への提案営業による受注の拡大
や顧客ニーズに適応する製品の開発に積極的に取り組んで
まいりました。
　品目別売上高につきましては、民間設備投資の拡大によ
りクリーンルームパーティションが大幅な増加となり、中
小口のオフィス、工場のリニューアル需要が引き続き好調
であったことからハイパーティションも堅実に推移しまし
た。また、当社が開発した木製不燃ドアを中心に福祉施設
市場に提案した結果、ドア製品も増加しております。
  この結果、当期の連結業績につきましては、売上高は
341億19百万円（前連結会計年度比5.2％増）となりま
した。損益面では、前述の主要原材料の価格上昇等に対し
て、全社を挙げて原価低減活動に取り組み、利益確保に努
めてまいりました。この結果、営業利益は23億17百万円

（前連結会計年度比13.8％増）、経常利益は23億36百万
円（前連結会計年度比11.6％増）と、４期連続の増益と
なり、当期純利益は13億34百万円（前連結会計年度比
10.3％増）となりました。
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今後の取り組みについてお聞かせ下さい。

今期（平成19年度）につきましては、売上高は２期
連続の増収、営業利益、経常利益は５期連続の増益
を予定しております。

　当社は、『品質至上・お客様第一主義』の経営理念に基づ
き、「お客様の満足と感動が付加価値の増大につながる」と
いう認識のもと、平成18年３月期から平成20年３月期ま
での３年を「コア事業の強化」の時期と位置づけ、お客様
に喜んでいただけることを最重要テーマとして経営戦略を
展開しております。
　具体的には、
①顧客満足度向上によるリニューアル市場での拡販

　ＩＴツールを効果的に活用し、顧客満足度の向上を図
ってまいります。当社独自のツールでありますLDS（※
１）、LCS（※２）を活用することにより、お客様に短
時間でレイアウトを提案することができます。
　また、サービス対応力を向上させ、競争力を強化して
まいります。当社の主力品目でありますハイパーティシ
ョンのうち、アルミパーティション、スチールパーティ
ションの標準品について、納期の短縮を行い、スピード
対応の実現を図っております。
　営業エリアの拡充につきましては、工場・オフィスユ
ーザーの多い地域に対し、既に営業拠点の新設を行いま
した。（平成17年９月に三重県津市、静岡県沼津市、平
成18年３月に栃木県宇都宮市）
　また、今後につきましても需要の拡大が見込まれる首
都圏を中心に拠点の強化を図ってまいります。
　※１　 LDS（Layout Drawing System、平面図・

展開図作図システム）
　※２　 LCS（Layout Cubic System、三次元立体作

図システム）

②パーティションのマーケット創造
　建築物の内壁であるLGS壁（軽量鉄骨壁、固定間仕切）
を、パーティション（可動間仕切）へ置き換える提案を
行い、マーケットの創造を図ってまいります。
　また、高齢者人口が急増するなか、今後ますます福祉
環境空間が重要視されます。当社が開発した木製不燃ド
アを中心に「ぬくもり・癒し」の生活空間を福祉施設市
場に提案してまいります。

　当社は、「社員一人ひとりが活き活きと働き、能力を最大
限に発揮して業績を伸長させる」そのような企業づくりを
目指しております。
　「人が活きる部門独立採算経営」を実践し、お客様に貢献
することで、中長期においては企業価値の最大化を図り、
売上高営業利益率10％以上を目指してまいります。
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■トピックス

平成18年12月、当社の東海支社に「名古屋ショールーム」が開設されました。
オフィス市場や福祉市場、マンション市場を中心としたパーティションや
ドアを展示しています。
●アクセス　名古屋市西区市場木町390番地 ミユキビル4F
　　　　　　・地下鉄　　鶴舞線「庄内緑地公園駅」1番出口より徒歩2分
　　　　　　・高速道路　東名阪高速道路「山田東IC」より車で5分
※ご来場の際は、事前にご連絡いただきますよう、お願いいたします。
　ご連絡先：TEL052-505-6316

『みる、ふれる、かんじる。』
  名古屋ショールームオープン！

オフィス空間の新しいデザインを提供する
ニュート。ガラスパネルの向こうには、リ
ーフやスタンディアなどの製品を活用した
ワークスタイルをご覧いただけます。

●ライブオフィス

G-ユニティのガラス越しには、多彩なデ
ザインバリエーションを誇るローパーティ
ション・ポルティア。企業イメージにあわ
せてデザインが選べます

●ミーティングルーム

壁一面にはオレンジやグリーンのアクセン
トカラーとして活かしたデザインのMUP
を展示。個性的なオフィスをご提案します。

●カラーコーディネートスタイル

表情の違うガラスを表裏に組み合わせた
MUPツインガラス。木目調パネルを組み
合わせることで、格調高い空間をつくり出
します。

●プレゼンテーションルーム

“UD”と“スタイリッシュ”。2つのコン
セプトのトイレ空間を併設して展示してい
ます。それぞれの良さを感じてください。

●トイレブース

住環境事業部よりご提案している福祉施設
向けの引き戸と、マンション向けの開き
戸。木製ドアならではのぬくもりと高いデ
ザイン性が自慢です。

●木製ドアコーナー

庄内緑地公園

坂井戸

城北
線

東名阪自動車道

JAなごや
小田井支店

●
●上小田井
　郵便局

●CBC
自動車学校

庄内緑地
駅前

★1番出口

山田東
I C

庄
内
緑
地
公
園
駅

地下鉄鶴舞線

小田
井駅

上小田井

名古屋
大野木局 ●

桜井病院
●

ファミリー
マート
●

  
● 
セブン
イレブン

451

158

63

ミユキビル4F

コマニー
名古屋ショールーム
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■当社製品について

当社が目指しているのは、気持ちのいい空間・使いやすい空間を創造し、ご提供することです。
空間を構成するモノや要素はたくさんあります。

そのなかでもパーティションの果たす役割は大きくなり、その存在感を高めています。
「いい空間には、いいパーティションがある。」

コマニーはパーティションを通じて、今後もあらゆる空間に貢献していきます。

Office
オフィス空間

●オフィスビル  ●テナントビル

Public
公共施設空間

●庁舎、会館  ●美術館、博物館
●駅、空港  ●ホテル  ●金融機関  ●各種店舗

Hospital &Welfare
医療施設、福祉施設空間

●総合病院、福祉施設
●高齢者施設、養護施設

Factory
工場施設空間

●各種工場  ●研究所

Educational
教育施設空間

●小、中、高等学校、大学
●専門学校、養護学校  ●幼稚園、保育園

快適空間
機能空間
の創造

快適空間・機能空間の創造
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■最近の納入事例／新製品紹介

●物件名 株式会社三菱UBSリアルティ　様
◇納入製品 「G-ユニティ」
洗練された雰囲気に包みこまれ、気品あふれる大空間オフィス。株式会社三
菱UBSリアルティ様のオフィスには、ガラスパーティション「G-ユニティ」
をふんだんにご採用いただき、広さとゆとりを感じさせられる仕上がりとな
っております。

●物件名 首都大学東京　様
◇納入製品 「ファクトリーブース」
東京都の4つの大学が再編されて誕生した首都大学東京。古く、天井高のある
校舎ですが、学生により良い環境で研究させてあげたい。そのご要望を受け、建
物の構造部分への負担の軽いファクトリーブースをご提案・納入いたしました。
一歩、室内に入れば、快適な環境に。広い校舎内も屋根つきのブースなので
空調効率もよく、大変喜ばれております。

●物件名 東京ミッドタウン(サントリー美術館)　様
◇納入製品 「格子ルーバーパネル」
安らぎと優しさに溢れた空間を表現したサントリー美術館。そのコンセプト
は、ゆったりとした時間が流れる居心地の良い空間。館内を分けるカーテン
ウォールの外側に移動式の格子パネルを納入いたしました。
建物全体と美術館のコンセプト（和のモダン・居心地の良さ）との一体感、自然
のぬくもりが感じられる仕上がりになっているとの評価をいただきました。

「ローパーティションのデザインはもっと自由になっていい」
「あらゆるシーンにマッチするローパーティションが欲しい」
こんなニーズに応えるため開発されたデザインローパーティション、それがポル
ティア。グラデーションやドット、ストライプなど他社を圧倒する全126バリエ
ーションのクロスをラインナップ。洗練された印象のスチールタイプとあわせ、
個性的な空間を創造いたします。

●新製品紹介／ボルティア
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■財務ハイライト
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●連結財務ハイライト

回次 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期
（決算年月） （平成15年3月） （平成16年3月） （平成17年3月） （平成18年3月） （平成19年3月）

売上高 （百万円） 27,271 27,667 32,466 32,437 34,119
経常利益 （百万円） 148 976 1,850 2,094 2,336
当期純利益 （百万円） 23 848 2,618 1,209 1,334
総資産額 （百万円） 28,421 27,612 31,616 31,772 33,216
純資産額 （百万円） 17,351 18,083 20,545 21,806 23,188
1株当たり純資産額 （円） 1,558.52 1,693.82 1,923.29 2,041.69 2,123.85
1株当たり当期純利益 （円） 2.06 76.27 243.02 111.09 124.61
自己資本比率 （％） 61.0 65.5 65.0 68.6 69.8
自己資本利益率 （％） 0.1 4.8 13.6 5.7 5.9
株価収益率 （倍） 241.7 10.5 5.5 16.3 14.4
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●個別財務ハイライト

回次 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期
（決算年月） （平成15年3月） （平成16年3月） （平成17年3月） （平成18年3月） （平成19年3月）

売上高 （百万円） 25,708 26,423 30,694 30,828 33,444
経常利益 （百万円） 198 576 1,949 1,982 2,181
当期純利益 （百万円） 41 348 2,761 1,261 1,268
総資産額 （百万円） 28,794 27,800 31,707 31,822 33,295
純資産額 （百万円） 18,656 18,723 21,363 22,518 23,785
1株当たり純資産額 （円） 1,675.74 1,753.80 2,000.01 2,108.52 2,178.51
1株当たり当期純利益 （円） 3.68 30.84 256.38 116.02 118.44
自己資本比率 （％） 64.8 67.3 67.4 70.8 71.4
自己資本利益率 （％） 0.2 1.9 13.8 5.8 5.5
配当性向 （％） 487.7 58.4 7.0 18.1 20.3
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連結貸借対照表 （単位：百万円）連結損益計算書 （単位：百万円）

●連結財務諸表（要約）

連結キャッシュ･フロー計算書 （単位：百万円）

科　目 当　期
（H18.4～19.3）

前　期
（H17.4～18.3）

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,970 3,414
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,285 △1,029
財務活動によるキャッシュ・フロー △737 △1,059
現金及び現金同等物に係る換算差額 15 29
現金及び現金同等物の増加額又は減少額 △1,035 1,354
現金及び現金同等物の期首残高 5,710 4,355
現金及び現金同等物の期末残高 4,674 5,710

科　目 当　期
（H19.3.31）

前　期
（H18.3.31）

資産の部
流動資産 19,899 18,752
固定資産 13,316 13,020

資産合計 33,216 31,772
負債の部

流動負債 6,617 5,882
固定負債 3,410 4,083

負債合計 10,027 9,966
純資産の部
株主資本 22,603 21,141

資本金 7,121 7,121
資本剰余金 7,412 7,412
利益剰余金 8,072 7,032
自己株式 △3 △425

評価・換算差額等 585 664
その他有価証券評価差額金 401 531
土地再評価差額金 311 311
為替換算調整勘定 △128 △178

純資産合計 23,188 21,806
負債純資産合計 33,216 31,772

科　目 当　期
（H18.4～19.3）

前　期
（H17.4～18.3）

売上高 34,119 32,437

売上原価 22,093 21,197

売上総利益 12,025 11,240

販売管理費及び一般管理費 9,708 9,203

営業利益 2,317 2,037

営業外収益 98 139

営業外費用 80 82

経常利益 2,336 2,094

特別利益 24 79

特別損失 58 136

税金等調整前当期純利益 2,302 2,036

法人税、住民税及び事業税 999 98

法人税等調整額 △31 728

当期純利益 1,334 1,209

連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等
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 その他有価証券

評価差額金
土地再評価

差額金
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

H18.3.31残高 7,121 7,412 7,032 △425 21,141 531 311 △178 664 21,806
連結会計年度中の変動額

利益処分による剰余金の配当 △245 △245 △245
利益処分による役員賞与 △24 △24 △24
当期純利益　 1,334 1,334 1,334
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 257 140 398 398
自己株式の消却 △257 △24 281 ― ―
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △129 50 △79 △79

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 1,040 422 1,462 △129 ― 50 △79 1,382
H19.3.31残高 7,121 7,412 8,072 △3 22,603 401 311 △128 585 23,188

■財務諸表
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●個別財務諸表（要約）

貸借対照表 （単位：百万円）損益計算書 （単位：百万円）

科　目 当　期
（H19.3.31）

前　期
（H18.3.31）

資産の部
流動資産 18,718 17,591
固定資産 14,576 14,230

資産合計 33,295 31,822
負債の部

流動負債 6,113 5,234
固定負債 3,395 4,068

負債合計 9,509 9,303
純資産の部
株主資本 23,072 21,675

資本金 7,121 7,121
資本剰余金 7,412 7,412
利益剰余金 8,541 7,567
自己株式 △3 △425

評価・換算差額等 713 843
その他有価証券評価差額金 401 531
土地再評価差額金 311 311

純資産合計 23,785 22,518
負債純資産合計 33,295 31,822

科　目 当　期
（H18.4～19.3）

前　期
（H17.4～18.3）

売上高 33,444 30,828

売上原価 22,116 20,384

売上総利益 11,327 10,443

販売管理費及び一般管理費 9,197 8,532

営業利益 2,129 1,910

営業外収益 112 152

営業外費用 61 80

経常利益 2,181 1,982

特別利益 64 199

特別損失 57 134

税引前当期純利益 2,188 2,048

法人税、住民税及び事業税 930 40

法人税等調整額 △9 746

当期純利益 1,268 1,261

株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合　計資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己株式 株主資本合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価

差額金
評価・換算
差額等合計資本準備金 その他

資本剰余金 利益準備金 その他
利益剰余金

H18.3.31残高 7,121 7,412 ― 498 7,069 △425 21,675 531 311 843 22,518

事業年度中の変動額
利益処分による剰余金の配当 △245 △245 △245
利益処分による役員賞与 △24 △24 △24
当期純利益　 1,268 1,268 1,268
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 257 140 398 398
自己株式の消却 △257 △24 281 ― ―
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） △129 △129 △129

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― 974 422 1,396 △129 ― △129 1,266

H19.3.31残高 7,121 7,412 ― 498 8,043 △3 23,072 401 311 713 23,785
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■グループ会社

■住　　所 石川県能美市粟生町西60-2 
■資 本 金 4億9,800万円（当社出資比率100％） 
■事業内容 木製パーティション、住宅用ドア製品の製造

クラスター株式会社

株式会社エー･ピー･エム

コマニーエンジニアリング株式会社 ■住　　所 東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-5　水天宮北辰ビル5F
■資 本 金 9,800万円（当社出資比率100％） 
■事業内容 パーティションの販売、施工および内装工事

■住　　所 石川県小松市園町ハ170-1　益茂証券ビル3F 
■資 本 金 9,800万円（当社出資比率100％） 
■事業内容 広告、宣伝、販促の情報媒体及びデジタルコンテンツの企画、制作、販売

中国格満林集団

中国におけるグループ会社は、以下の3社で構成され、パーティションの製造、販売、輸出入販売を行っております。

格満林（南京）実業有限公司
■住　　所 中華人民共和国南京市江寧区民営科技園天元中路36号
■資 本 金 11,360,000米ドル（当社出資比率100％）
■事業内容 パーティションの製造、販売

格満林（南京）装飾工程公司
■住　　所 中華人民共和国南京市江寧区民営科技園天元中路36号
■資 本 金 2,500,000米ドル（当社出資比率100％）
■事業内容 パーティションの施工、内装建材の販売、施工

格満林国際貿易（上海）有限公司
■住　　所 中華人民共和国上海市延安西路2299号　上海世貿商城1804
■資 本 金 300,000米ドル（当社出資比率100％）
■事業内容 パーティションの輸入販売、施工及びオフィス家具、建材の輸出入販売
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■会社概要

（注） 監査役のうち、木村禎一、吉田敏夫の両氏は、会社法第２
条第16号に定める社外監査役であります。

●会社概要（平成19年3月31日現在）

社　名 コマニー株式会社
（英訳名　COMANY INC.）

本　店 石川県小松市工業団地一丁目93番地

設　立 昭和36年8月

主な事業内容 パーティション（間仕切）の製造および
設計、施工、販売ならびにパーティション
関連の内装工事、建具工事

資本金 7,121,391千円

発行株式総数 10,924,075株
※ 平成19年２月に自己株式の消却
（500,000株）を実施いたしました。

株主数 2,640名

従業員数 899名

●役　　員（平成19年3月31日現在）

代 表 取 締 役 社 長 塚 本 幹 雄
代表取締役副社長 塚 本 清 人
専 務 取 締 役 田 中 宗 紀
常 務 取 締 役 吉 田 　 守
取 締 役 榎 本 忠 治
取 締 役 奥 田 　 進
取 締 役 澤 田 直 樹
常 勤 監 査 役 宮 本 勝 次
常 勤 監 査 役 水 野 英 一
監 査 役 木 村 禎 一
監 査 役 吉 田 敏 夫

本社および本社工場

●役員報酬等の内容
（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
1．取締役及び監査役の報酬等の額

取締役　7名 189百万円
監査役　4名 43百万円

2．使用人兼務取締役に対する使用人給与等相当額
42百万円

3．役員賞与の支給額
取締役 20百万円
監査役 4百万円

4．株主総会決議に基づく退職慰労金の支給額
取締役 10百万円
監査役 7百万円
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事 業 年 度 4月1日～3月31日
定 時 株 主 総 会 6月開催
配当金受領株主確定日 3月31日

なお、中間配当をするときは9月30日。
基 　 　 準 　 　 日 3月31日　左記の他必要あるときは、予め公告いたします。
上 場 取 引 所 株式会社名古屋証券取引所
公 告 掲 載 方 法 日本経済新聞に掲載いたします。
株 主 名 簿 管 理 人 東京都港区芝三丁目33番1号　中央三井信託銀行株式会社
同 事 務 取 扱 場 所 東京都港区芝三丁目33番1号　中央三井信託銀行株式会社　本店
同 事 務 取 扱 所 〒168−0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
電話 0120-78-2031（フリーダイヤル）

同 　 取 　 次 　 所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店および全国各支店

（お知らせ） 
住所変更、単元未満株式買取請求、名義書換請求および配当金振込指定に必要な各用紙のご請求は、下記株
主名簿管理人中央三井信託銀行のフリーダイヤルまたはホームページをご利用ください。
●フリーダイヤル　0120-87-2031（24時間受付：自動音声案内）
●ホームページ　　http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

　発行する株式の総数 20,000,000株
　発行済株式総数 10,924,075株
　当期末株主数 2,640名

●大株主／上位10名（平成19年3月31日現在）

●株価および出来高の推移

●株式のご案内

個人・その他
61.17％

金融機関
21.97％

その他国内法人
10.51％

自己株式0.05％証券会社0.05％
外国人
6.25％

■株式情報
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●株式の状況
株主名 所有株式数（株） 出資比率（％）
コ 　 マ 　 ニ 　 ー 　 共 　 栄 　 会 753,300 6.89
塚　　　　本　　　　幹　　　　雄 705,043 6.45
塚　　　　本　　　　清　　　　人 569,518 5.21
コ マ ニ ー 従 業 員 持 株 会 535,174 4.89
株 式 会 社 北 國 銀 行 360,000 3.29
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 351,800 3.22
株 式 会 社 北 陸 銀 行 345,602 3.16
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ 332,100 3.04
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 313,500 2.86
吉　　　　田　　　　敏　　　　夫 232,258 2.12
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■販売ネットワーク

三重営業所
〒514-0831 三重県津市本町20-8 TEL 059（213）6688
三河第一、第二営業所
〒444-0845 岡崎市六名南1-5-4 都築ビル2F TEL 0564（54）1221
静岡営業所
〒422-8046 静岡市駿河区中島325-1 TEL 054（282）6506
沼津営業所
〒410-0011 沼津市岡宮字七ツ枝443 城北ハイツ1号 TEL 055（929）0666
浜松営業所
〒435-0048 浜松市東区上西町1099 TEL 053（460）6321

◇北陸支社
金沢営業所
〒921-8061 金沢市森戸1-129 TEL 076（240）2277
富山営業所
〒939-8261 富山市萩原400-1 TEL 076（421）5021
福井営業所
〒918-8238 福井市和田2-2015 TEL 0776（27）2512

◇関西支社
大阪第一～第四営業所
〒577-0012 東大阪市長田東1-3-28 TEL 06（6789）0211
京都営業所
〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町56 TEL 075（612）0211
神戸営業所
〒652-0803 神戸市兵庫区大開通3-1-23 ミワボシビル5F TEL 078（577）5750

◇西日本支社
福岡第一、第二営業所
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2 YAOJIセンタービル3F TEL 092（414）7831
鹿児島営業所
〒890-0046 鹿児島市西田2-15-14 TEL 099（257）7300
広島営業所
〒733-0035 広島市西区南観音6-11-20 TEL 082（295）2773
岡山営業所
〒700-0973 岡山市下中野360-112 TEL 086（244）3553
高松営業所
〒761-8064 高松市上之町1-9-28 TEL 087（865）5226
松山営業所
〒791-8001 松山市平田町306-1 TEL 089（978）7272

◇クリーンルーム事業部
東日本営業部
〒103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル5F TEL 03（5641）5658
西日本営業部
〒577-0012 東大阪市長田東1-3-28 TEL 06（6789）9872
埼玉工場
〒355-0342 比企郡ときがわ町大字玉川83 TEL 0493（65）0822

◇オフィス環境事業部
〒103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル5F TEL 03（5641）5651

◇住環境事業部
関東営業部
〒103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル4F TEL 03（5651）2351
東海営業部
〒452-0805 名古屋市西区市場木町390 ミユキビル4F TEL 052（505）6316

◇グループ会社
クラスター株式会社
〒923-1101 能美市粟生町西60-2 TEL 0761（57）4557
コマニーエンジニアリング株式会社
〒103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル5F TEL 03（5652）1105
株式会社エー･ピー･エム
〒923-0801 小松市園町ハ170-１益茂証券ビル3F TEL 0761（22）5066

●営業所･グループ会社 住所一覧
本　　　社
〒923-8502 小松市工業団地一丁目93番地 TEL 0761（21）1144
本社工場
〒923-8502 小松市工業団地一丁目95番地 TEL 0761（21）1230

◇東京支社
首都圏中央第一、首都圏中央第二、首都圏港
第一、首都圏港第二、首都圏千代田、首都圏
新宿、首都圏第一、首都圏第二営業所
法人営業部 市場開発部
〒103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-39-5水天宮北辰ビル6F TEL 03（5695）0321
長野営業所
〒380-0911 長野市南俣2504-7 TEL 026（227）5562
札幌営業所
〒007-0868 札幌市東区伏古8条3-1-36 TEL 011（785）5553

◇関東・東北支社
横浜第一、第二営業所
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-6 イノテックビル9F TEL 045（472）2771
厚木営業所
〒243-0018 厚木市中町3-15-2 K.スクエアービル303号 TEL 0462（95）5950
多摩営業所
〒190-0022 立川市錦町3-1-2 石井ビル5F TEL 042（523）5021
さいたま営業所
〒330-0801 さいたま市大宮区土手町2-15-1 小島MNビル9F TEL 048（647）8830
群馬出張所
〒370-0851 高崎市上中居町377-1 ファーストビル203号室 TEL 027（320）1188
宇都宮営業所
〒321-0924 栃木県宇都宮市下栗1-4-4 TEL 028（651）4391
水戸営業所　
〒310-0903 水戸市堀町字山中906-4 TEL 029（253）5681
仙台営業所
〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町31-22 TEL 022（288）0388

◇東海支社
名古屋第一～第三営業所
〒452-0805 名古屋市西区市場木町390 ミユキビル4F TEL 052（505）6316
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コマニー株式会社　〒923-8502　石川県小松市工業団地一丁目93番地　TEL.0761-21-1144（代）

環境にやさしく…
本紙は再生紙を使用しております。

www.comany.co.jp


