
いい空間には、いいパーティションがある。

第49期 報告書
平成20年4月１日から平成21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21年3月31日をもちまして第49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21年6月

　　　　　　　　代表取締役社長
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■株主の皆様へ

今後の取り組みについてお聞かせ下さい。

当社の経営の基本方針は、パーティションのリーデ
ィングカンパニーとして、『いい空間には、いいパー

ティションがある』のブランドフレーズのもと、人に優し
く、地球環境に配慮した間仕切製品をお客様にご提供して
いくことであります。
　当社の発想の原点は、常に「お客様」にあります。『品質
至上・お客様第一主義』の経営理念のもと、お客様の繁栄
を第一に考え、お客様が快適に仕事ができる空間を創造す
るだけでなく、リユース、リサイクルにも優れた製品をご
提供することで、お客様に感動していただき、永続的にご
支持いただけるよう、当社グループの総力を結集して取り
組み、「№１ブランド」の確立を目指しております。
　また、「人が活きる部門独立採算経営」を基盤に、企業価
値の更なる増大とグループ利益の拡大を図り、社会への一
層の貢献と株主をはじめ、お客様、取引先からより多くの
信頼が得られる事業活動を推進いたしております。
　これからも企業価値の源泉を踏まえ、以下の諸施策を通
じて更なる企業価値の向上に努めてまいります。

①「生涯顧客づくり」の推進
　営業では、営業方針を「顧客密着」とし、重点顧客に
特化した活動へと変革し、当社を継続してご愛用いただ
く『生涯顧客づくり』を推進してまいります。
　また、顧客・市場に適応した製品を迅速に提供してい
くことにより、顧客満足度の向上を目指してまいりま
す。生産は、他社が追従できない№１のスピードあるモ
ノづくりを確立してまいります。

当期の経営成績について、ポイントをお
聞かせ下さい。

当期におけるわが国経済は、米国のサブプライムロ
ーン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や急

激な円高、株価の下落等、経済環境の悪化が持続してお
り、先行きの不透明感が一層深まる状況になっておりま
す。
　間仕切業界につきましては、市場の縮小、販売価格の競
争激化等、極めて厳しい状況が続いております。民間企業
が設備投資を控えたこと等から需要が急減し、地域間の需
要格差も一層の広がりをみせております。
　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、顧客ニーズに適応する製品の開発等、積極的に取り組
んでまいりました。しかし、建築工事の需要減少等による
市場縮小や競争激化は想定以上に厳しく、売上高は264億
41百万円（前連結会計年度比18.5％減）となりました。
　品目別売上高につきましては、主要品目のハイパーティ
ションが最も市場縮小の影響を受け、38億21百万円の減
少となりました。ハイパーティション以外の品目において
も、同様に減少しました。
　損益面では、全社を挙げて原価低減活動に取り組みまし
たが、売上高の減少に伴う利益の減少を吸収できず、売上
総利益率は34.0%（前連結会計年度比2.1ポイント低下）
となりました。営業損失は４億70百万円（前連結会計年
度は営業利益16億88百万円）、経常損失は６億65百万円

（前連結会計年度は経常利益17億42百万円）、当期純損失
は６億54百万円（前連結会計年度は当期純利益10億28
百万円）となりました。
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自己株式の取得についてお聞かせ下さい。

当 期 に お い て 当 社 は、 資 本 政 策 の 一 環 と し て、
1,506,800株の自己株式を取得いたしました。

　また、資本効率の向上と発行済株式総数の減数を通じた
株主利益の増進を図るために、平成21年５月14日に自己
株式1,000,000株の消却を実施いたしました。

②徹底したロス排除による原価低減と効率向上
　受注から生産、施工における徹底したロス排除によ
り、総原価の低減と業務効率の向上に努めてまいりま
す。
　また、当社の強みであります施工体制につきまして
は、連結子会社のコマニーエンジニアリング㈱を通じ
て、パーティションの施工における技術力・サービス力
の質向上を図るとともに、お客様から支持される『施工
サービスシステム』の構築に努めてまいります。

③グローバリゼーションに対応するための中国における
事業拡大

　中国におけるパーティション需要の拡大は、過去の日
本と同じ歩みを見せております。高層ビルの建築内装壁
は、軽量化や工期短縮の要求から、乾式工法内装壁（パ
ーティション）の活用が増加しております。上海環球金
融中心（地上101階、高さ492ｍの「垂直の複合都市」）
には、連結子会社の格満林（南京）実業有限公司が製造
したパーティションが採用されております。
　同社は、平成９年（1997年）の創業以来、高級建材
としてのパーティションの市場認知活動及び『格満林』
ブランド力の向上に努め、売上高を着実に伸長させてま
いりました。今後も、需要の拡大が見込まれる中国にお
いて、当社グループの企業間連携、補完、交流を積極的
に行い、パーティションの拡販を行ってまいります。

④高い目標に挑戦する人材育成
　人材育成では、公正な企業活動と社会倫理を順守する
ことを基本に置き、経営理念の体得や業務スキルの習得
を目的とした社内研修を継続的に実施し、社員一人ひと
りが自己の果たすべき役割と責任を認識することで常に
高い目標に挑戦する社内風土の醸成に努めてまいります。
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■トピックス

コマニーでは駅や空港、病院、複合商業ビル内向けのユニット店舗を開発し、2009年3月3日〜6日に東京ビッグサイ
トにて開催された、日本最大規模の店舗見本市「JAPAN SHOP2009」に出展いたしました。
当社ブースには建築、内装業者、外食産業、商業関係者など、予想をはるかに超える大勢の方々が来訪され、貴重なご
意見をいただくことができました。
これまで培ってきた「リユース性に優れ、環境にやさしく、スピーディに施工できる」パーティションの技術を、

「Ｃｏｍｓｙｓｔｅｍ（コムシステム）」という新ブランドで商業施設空間に活かしていきたいと考えています。

商業施設向け「ユニット店舗」を開発。
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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

5
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■最近の納入事例／新製品紹介

●物件名	 福井総合病院　様
◇納入製品	 「ハンギング・ドア、スパンド・ウォール、軽量スチールドア、ディアード」
各病室のハンギング・ドアの色は、空をイメージした爽やかなブルーと、
桜をイメージした優しいピンクをお選びいただきました。外来患者様や職員
の方だけが使用するハンギング・ドアも、識別性を高めるために色分けさ
れています。
また、手術室、事務室、会議室、エントランス、トイレ等にも当社のパー
ティションを設置され、快適な医療施設づくりのお手伝いをさせていただ
くことができました。

●物件名	 サンコール株式会社　様
◇納入製品	 「スパンド・ライン、ファクトリーブース」
サンコール株式会社様では、以前からコマニーのパーティションをご利用
いただいております。
今回は新しい設備を導入するにあたり、大切な機械をほこりから守るため
に、高さ４ｍのアルミパーティションを設置されました。
納入後、機械から発生する熱気の室外への放出を防止し、お客様から大変
喜んでいただくことができました。

●物件名	 小松市立松東中学校　様
◇納入製品	 「スチール製学校用パーティション、木製学校用パーティション、ハンギング・ドア」
小松市立松東中学校様には、スチール製学校用パーティションを納入させ
ていただきました。ガラス障子戸や掲示板、吸音パネル等、学校に必要な
パネルを取り揃えておりますので、用途にあわせた自由な設計が可能です。
また、スチール製学校用パーティションは後付仕様であることから、新
規・改修・改装工事にもスピーディな対応ができます。
生徒たちが安心して過ごせる学習環境づくりを、お手伝いさせていただき
ました。

「ドアは質感ひとつで空間を大きく変え、その空間にただよう空気まで演出す
る」と、コマニーでは考えています。そこでデザインドアを開発するにあたり、
意匠や機能美を極め、ディテールをつきつめました。
ブリディア、メイクアップパーティション等の、意匠性の高いパーティション
にデザインドアを取り付けることで、働く人だけでなく、訪れる人をも魅了す
るようなオフィスをつくり出します。

●新製品紹介／デザインドア
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■財務ハイライト

経常利益･当期純利益 総資産額･純資産額

1株当たり純資産額・1株当たり当期純利益 自己資本比率･自己資本利益率 株価収益率

●連結財務ハイライト

回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期
（決算年月） （平成17年3月） （平成18年3月） （平成19年3月） （平成20年3月） （平成21年3月）

売上高 （百万円） 32,466 32,437 34,119 32,458 26,441
経常利益 （百万円） 1,850 2,094 2,336 1,742 △665
当期純利益 （百万円） 2,618 1,209 1,334 1,028 △654
総資産額 （百万円） 31,616 31,772 33,216 31,756 29,332
純資産額 （百万円） 20,545 21,806 23,188 23,634 20,927
1株当たり純資産額 （円） 1,923.29 2,041.69 2,123.85 2,164.78 2,224.34
1株当たり当期純利益 （円） 243.02 111.09 124.61 94.22 △65.13
自己資本比率 （％） 65.0 68.6 69.8 74.4 71.3
自己資本利益率 （％） 13.6 5.7 5.9 4.4 △2.9
株価収益率 （％） 5.5 16.3 14.4 13.8 △11.3

（注）経常利益および当期純利益、１株当たり当期純利益の（△）は損失を表しております。
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●個別財務ハイライト

回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期
（決算年月） （平成17年3月） （平成18年3月） （平成19年3月） （平成20年3月） （平成21年3月）

売上高 （百万円） 30,694 30,828 33,444 31,783 25,684
経常利益 （百万円） 1,949 1,982 2,181 1,611 △872
当期純利益 （百万円） 2,761 1,261 1,268 1,008 △767
総資産額 （百万円） 31,707 31,822 33,295 31,634 29,676
純資産額 （百万円） 21,363 22,518 23,785 24,202 21,592
1株当たり純資産額 （円） 2,000.01 2,108.52 2,178.51 2,216.80 2,294.97
1株当たり当期純利益 （円） 256.38 116.02 118.44 92.41 △76.41
自己資本比率 （％） 67.4 70.8 71.4 76.5 72.8
自己資本利益率 （％） 13.8 5.8 5.5 4.2 △3.4
配当性向 （％） 7.0 18.1 20.3 30.3 ―

（注） １．経常利益および当期純利益、１株当たり当期純利益の（△）は損失を表しております。
 ２．第49期の配当性向については、1株当たり当期純損失であることから、記載しておりません。
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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
（H20.4〜21.3）

前　期
（H19.4〜20.3）

営業活動によるキャッシュ・フロー △65 2,694
投資活動によるキャッシュ・フロー △530 △1,308
財務活動によるキャッシュ・フロー △234 △694
現金及び現金同等物に係る換算差額 △92 2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △923 694
現金及び現金同等物の期首残高 5,368 4,674
現金及び現金同等物の期末残高 4,445 5,368

科　目 当　期
（H21.3.31）

前　期
（H20.3.31）

資産の部
流動資産 16,722 18,417
固定資産 12,609 13,339

資産合計 29,332 31,756
負債の部

流動負債 3,681 4,936
固定負債 4,722 3,185

負債合計 8,404 8,121
純資産の部
株主資本 21,010 23,432

資本金 7,121 7,121
資本剰余金 7,412 7,412
利益剰余金 7,957 8,902
自己株式 △1,481 △4

評価・換算差額等 △82 202
その他有価証券評価差額金 20 94
土地再評価差額金 226 227
為替換算調整勘定 △329 △119

純資産合計 20,927 23,634
負債純資産合計 29,332 31,756

科　目 当　期
（H20.4〜21.3）

前　期
（H19.4〜20.3）

売上高 26,441 32,458

売上原価 17,446 20,731

売上総利益 8,995 11,727

販売管理費及び一般管理費 9,465 10,038

営業利益又は営業損失（△） △470 1,688

営業外収益 113 123

営業外費用 308 70

経常利益又は経常損失（△） △665 1,742

特別利益 1 238

特別損失 232 362

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） △896 1,617

法人税、住民税及び事業税 63 581

法人税等調整額 △305 7

当期純利益又は当期純損失（△） △654 1,028

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

H20.3.31残高 7,121 7,412 8,902 △4 23,432 94 227 △119 202 23,634
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △290 △290 △290
当期純損失 △654 △654 △654
自己株式の取得 △1,477 △1,477 △1,477
土地再評価差額金の取崩 0 0 0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △74 △0 △210 △284 △284

連結会計年度中の変動額合計 ― ― △944 △1,477 △2,422 △74 △0 △210 △284 △2,706
H21.3.31残高 7,121 7,412 7,957 △1,481 21,010 20 226 △329 △82 20,927

■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
（H21.3.31）

前　期
（H20.3.31）

資産の部
流動資産 15,283 17,205
固定資産 14,392 14,429

資産合計 29,676 31,634
負債の部

流動負債 3,383 4,264
固定負債 4,699 3,167

負債合計 8,083 7,431
純資産の部
株主資本 21,345 23,881

資本金 7,121 7,121
資本剰余金 7,412 7,412
利益剰余金 8,292 9,351
自己株式 △1,481 △4

評価・換算差額等 247 321
その他有価証券評価差額金 20 94
土地再評価差額金 226 227

純資産合計 21,592 24,202
負債純資産合計 29,676 31,634

科　目 当　期
（H20.4〜21.3）

前　期
（H19.4〜20.3）

売上高 25,684 31,783

売上原価 17,645 20,764

売上総利益 8,039 11,018

販売管理費及び一般管理費 8,744 9,468

営業利益又は営業損失（△） △704 1,550

営業外収益 116 117

営業外費用 283 56

経常利益又は経常損失（△） △872 1,611

特別利益 63 269

特別損失 232 327
税引前当期純利益
又は税引前当期純損失（△） △1,040 1,553

法人税、住民税及び事業税 40 540

法人税等調整額 △313 4

当期純利益又は当期純損失（△） △767 1,008

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 利益準備金 その他

利益剰余金

H20.3.31残高 7,121 7,412 498 8,853 △4 23,881 94 227 321 24,202

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △290 △290 △290

当期純損失 △767 △767 △767

自己株式の取得 △1,477 △1,477 △1,477

土地再評価差額金の取崩 0 0 0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △74 △0 △74 △74

事業年度中の変動額合計 ― ― ― △1,058 △1,477 △2,535 △74 △0 △74 △2,610

H21.3.31残高 7,121 7,412 498 7,794 △1,481 21,345 20 226 247 21,592
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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 コンピューターソフト・システムの開発、販売及び運用サービス

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内天元中路36号
■資 本 金 1,615万米ドル（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内天元中路36号
■資 本 金 250万米ドル（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 30万米ドル（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21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

発行済株式総数 10,924,075株
（注） 平成21年５月14日に自己株式

1,000,000株を償却したことにより、
発行済株式総数は9,924,075株とな
っております。

株主数 2,606名

従業員数 907名

●役　　員（平成21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
取 締 役 南 　 昇 悟
取 締 役 奥 田 　 進
取 締 役 澤 田 直 樹
取 締 役 川 口 幸 一
常 勤 監 査 役 犬 塚 博 仁
常 勤 監 査 役 和 田 誠 孝
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20年４月１日から平成21年３月31日まで）
1．取締役及び監査役に支払った金額

取締役　7名 126百万円
監査役　5名 44百万円
注）報酬限度額
　　取締役：年額 250百万円以内
　　　　　   （平成3年6月27日株主総会決議）
　　　　　   （下記2．に該当する金額は含まず）
　　監査役：年額 60百万円以内
　　　　　   （平成19年6月26日株主総会決議）

2．使用人兼務取締役に対する使用人給与等相当額
66百万円

3． 平成20年6月25日株主総会決議に基づく退職慰労金の
支給額

取締役 53百万円
監査役 3百万円
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事 業 年 度 ４月１日から翌年３月31日まで
定 時 株 主 総 会 ６月開催
基準日　定時株主総会・期末配当 ３月31日
　　　　中間配当 ９月30日
上 場 取 引 所 株式会社名古屋証券取引所
公 告 方 法 電子公告

但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株 主 名 簿 管 理 人 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
郵 便 物 送 付 先 〒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 照 会 先 ） 電話 0120-78-2031（フリーダイヤル）

取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各支店ならびに日本証券代行株式会社の本店および全国各支店で行っております。
・住所変更、単元未満株式の買取のお申出先について
　株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。 

なお、証券会社に口座がないために特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社までお申し出ください。
・未払配当金の支払いについて
　株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社までお申し出ください。
・「上場株式配当等の支払いに関する通知書」について
　租税特別措置法の平成20年改正（平成20年４月30日法律第23号）により、平成21年１月以降にお支払いする配当金について、株主様宛てに配当金額や源泉徴収税額等

を記載した「支払通知書」を送付することが義務づけられました。
　配当金領収証にてお受取りの株主様は、年末または翌年初に「支払通知書」を送付いたしますのでご覧ください。
　口座振込を指定されている株主様は、配当金支払の際送付している「配当金計算書」が「支払通知書」となります。
　なお、両書類は確定申告を行う際その添付資料としてご使用いただくことができます。

　発行する株式の総数 36,000,000株
　発行済株式総数 10,924,075株

※ 平成21年5月14日に自己株式1,000,000株を消却し、
発行済株式総数は9,924,075株となっております。

　当期末株主数 2,606名

●大株主／上位10名（平成21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
61.35％金融機関

10.99％

その他国内法人
11.03％

自己株式
13.87％

証券会社0.03％
外国人
2.73％

■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 733,800 6.71
塚 　 　 　 　 本 　 　 　 　 幹 　 　 　 　 雄 711,100 6.50
コ マ ニ ー 従 業 員 持 株 会 608,674 5.57
塚 　 　 　 　 本 　 　 　 　 清 　 　 　 　 人 573,100 5.24
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 538,300 4.92
吉 　 　 　 　 田 　 　 　 　 敏 　 　 　 　 夫 325,900 2.98
株 式 会 社 北 國 銀 行 260,000 2.38
株 式 会 社 北 陸 銀 行 245,602 2.24
木 村 直 子 220,200 2.01
バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウンツ ジェーピー アールイーシー アイティーアイシー 209,300 1.91
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■販売ネットワーク

三重営業所
〒514-0831 津市本町20-8 TEL 059（213）6688
静岡営業所
〒422-8046 静岡市中島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

◇北陸営業本部
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

◇西日本営業本部
大阪第一、第二営業所、関西第一営業所
〒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
広島営業所、中四国営業所
〒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
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

◇法人事業部
官需営業部
〒103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-39-5水天宮北辰ビル7F TEL 03（5641）5650

◇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）9827
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
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）5651

◇医療・住環境事業部
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

◇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

◇東京営業本部
中央営業所、港営業所、千代田営業所、新宿
営業所、東京第一営業所、東京第二営業所
営業開発部
〒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
札幌営業所
〒007-0868 札幌市東区伏古8条3-1-36 TEL 011（785）5553

◇東日本営業本部
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
〒243-0003 厚木市寿町3-1-1 ルリエ本厚木ビル10F 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
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
長野営業所
〒380-0911 長野市南俣2504-7 TEL 026（227）5562
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
三河営業所
〒444-0845 岡崎市六名南1-5-4 都築ビル2F TEL 0564（54）1221
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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。

いい空間には、いいパーティションがある。

第49期 報告書
平成20年4月１日から平成21年3月31日まで

www.comany.co.jp

010_0203901302106.indd   1 2009/05/25   21:26:53


