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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第156期

第１四半期連結累計(会計)期間
第155期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 2,112,168 8,596,101

経常利益 (千円) 24,596 143,883

四半期(当期)純利益 (千円) 13,917 60,272

純資産額 (千円) 3,794,151 3,826,354

総資産額 (千円) 7,300,315 7,285,757

１株当たり純資産額 (円) 370.71 374.07

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 1.38 5.97

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 51.3 51.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 80,494 404,217

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △106,518 △287,572

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 109,139 △119,459

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 683,435 600,320

従業員数 (人) 451 453

(注)１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

　　２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 451

(注)　従業員数は、就業人員であります。 

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 285

(注)　従業員数は、就業人員であります。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごと、品種別に示すと、次のと

おりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

品　種　別 生　産　高　(千ｍ)

繊　維　事　業
織　物

化　繊 6,378

合　繊 3,362

編　物 3,178

合　計 12,920

(注)　製品販売部門の加工数量を加えております。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごと、品種別に示すと、次のと

おりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

品　種　別    受注高(千円)   受注残高(千円)

繊　維　事　業
織　物

化　繊 449,958 72,736

合　繊 460,574 180,418

編　物 679,783 216,444

その他の事業 ─ 137,445 36,918

合　計 1,727,760 506,516

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は、製品販売部門の加工料相当分を加えております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごと、事業部門別、品種別に示

すと、次のとおりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

部　門 品　種　別 販 売 高 (千円)

繊維事業

委託加工部門

織 物
化 繊 463,433

合 繊 278,139

編  物 620,819

計 1,362,391

販 売 部 門 ─ 578,111

そ の 他 ─ 19,261

繊　維　事　業　合　計 1,959,763

その他の事業 ─ 152,405

合 計 2,112,168

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

旭化成せんい株式会社 337,806 16.0

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1)経営成績の分析

当第1四半期におけるわが国経済は、原油及び原材料価格の高騰や米国経済の減速の影響を受けて、設備

投資や輸出の伸びが鈍化し企業収益が減少傾向に転じました。さらにはガソリンや食料品価格等の物価上

昇による消費マインドは急速に冷え込み、景気の減速感が強まる展開となりました。

　このような状況のもと、当企業グループは、更なるコスト削減と効率的な生産を進めるとともに加工料金

への転嫁にも注力してまいりましたが、燃料、染料等の原燃料価格の上昇分をカバーするには至りませんで

した。

　この結果、当第１四半期の連結売上高は21億12百万円、経常利益は24百万円、四半期純利益は13百万円とな

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す。

①繊維事業

　委託加工部門においては、衣料品の国内需要の低迷は続いており、ラミネート加工等の差別化商品群は数

量を伸ばしたものの、不採算品種の受注の見直しや国内における自動車の販売不振による受注資材の減少

により、売上高は13億62百万円となりました。

　製品販売部門においては、産業資材関連で、差別化された自社製品の開発、販売を推進し、高機能繊維・不

織布、ラミネート品等の高機能商品の数量を順調に伸ばすことができた反面、衣料関連では、定番商品にお

いて、国内需要の低迷から受注が伸び悩み、その結果、売上高は５億78百万円にとどまりました。

　この結果、繊維事業全体における売上高は19億59百万円、営業損失は10百万円となりました。
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②その他の事業

建築内装業及び機械製造・修理事業は、繊維事業同様厳しい環境のなか、外販の強化、固定費の削減や外

注の内製化に努め、全売上高は１億52百万円、営業利益は８百万円となりました。

(2)財政状態の分析

(流動資産)

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は36億33百万円で、前連結会計年度末に比べ１億９百万円増加

しました。これは、現金及び預金の83百万円の増加が主な要因です。

　(固定資産)

　当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は36億66百万円で、前連結会計年度末に比べ95百万円減少しま

した。主な要因は、有形固定資産では、機械装置等の減価償却費等で70百万円の減少、投資その他の資産では、投資有価証

券の時価評価額の変動により23百万円の減少となったことがあげられます。

　(流動負債)

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は21億97百万円で、前連結会計年度末に比べ78百万円減少しま

した。主な要因は、支払手形及び買掛金が79百万円増加したものの、短期借入金が60百万円、その他流動負債が93百万円

といずれも減少したことがあげられます。

　(固定負債)

　当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は13億８百万円で、前連結会計年度末に比べ１億25百万円増加

しました。これは、長期借入金が２億円増加したことが主な要因です。

　(純資産)

　当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は37億94百万円で、前連結会計年度末に比べ32百万円減少しまし

た。これは、有価証券評価差額金が17百万円減少したことが主な要因です。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、75百万円の退職給付引当金の減少が

あったものの、非資金取引である減価償却費98百万円、仕入債務79百万円の増加等により80百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、１億８百万円の有形固定資産の取得による支出等により、１億６百万円の支出

となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、１億60百万円の短期借入金の返済による支出等がありましたが、長期借入金の

借入収入３億円により、１億９百万円の収入となりました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は６億83百万円となり、前連結会計年度末と比

べて83百万円増加しました。

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(5)研究開発活動

当第１四半期連結会計期間における研究開発費の総額は11,340千円であります。なお、研究開発活動の状況に重要な

変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,120,00010,120,000
大阪証券取引所
（市場第二部）

─

計 10,120,00010,120,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年６月30日 ─ 10,120 ─ 506,000 ─ 130,686

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大量保有報告書等の写しの送付がなく、大株主の異動は把握しており

ません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式 23,000

― ─

（相互保有株式）
普通株式 11,000

─ ─

完全議決権株式(その他)
普通株式
　　 10,027,000

10,027 ─

単元未満株式 普通株式 59,000 ― ─

発行済株式総数      10,120,000 ― ―

総株主の議決権 ― 10,027 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権２個）含まれて

おります。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
倉庫精練株式会社

金沢市玉鉾４－111 23,000 ─ 23,000 0.23

（相互保有株式）
株式会社キョクソー

白山市八田町29 11,000 ─ 11,000 0.11

計 ― 34,000 ─ 34,000 0.34

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 159 161 160

最低(円) 147 150 156

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
（総務部長兼内部監査室長）

取締役
（総務部長）

森野 宏司 平成20年７月２日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)の四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受

けております。
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１【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 776,435 693,320

受取手形及び売掛金 1,931,075 1,952,810

製品 208,494 176,984

原材料及び貯蔵品 329,999 301,139

仕掛品 205,280 233,892

その他 203,105 186,839

貸倒引当金 △20,774 △20,956

流動資産合計 3,633,616 3,524,029

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,243,210 1,265,232

機械装置及び運搬具（純額） 1,040,904 1,099,256

その他（純額） 248,695 238,983

有形固定資産合計 ※１
 2,532,810

※１
 2,603,472

無形固定資産 10,636 11,569

投資その他の資産

投資有価証券 836,656 868,586

その他 286,594 278,099

投資その他の資産合計 1,123,251 1,146,685

固定資産合計 3,666,698 3,761,728

資産合計 7,300,315 7,285,757
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,607,753 1,528,348

短期借入金 100,000 160,000

未払法人税等 14,973 9,062

賞与引当金 25,796 36,167

その他 448,732 542,485

流動負債合計 2,197,255 2,276,064

固定負債

長期借入金 205,000 5,000

退職給付引当金 1,058,020 1,133,444

役員退職慰労引当金 34,414 33,190

負ののれん 11,473 11,702

固定負債合計 1,308,908 1,183,337

負債合計 3,506,163 3,459,402

純資産の部

株主資本

資本金 506,000 506,000

資本剰余金 130,686 130,686

利益剰余金 2,858,324 2,874,696

自己株式 △5,129 △5,129

株主資本合計 3,489,880 3,506,253

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 251,615 269,195

評価・換算差額等合計 251,615 269,195

少数株主持分 52,655 50,905

純資産合計 3,794,151 3,826,354

負債純資産合計 7,300,315 7,285,757
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(2)【四半期連結損益計算書】
 【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

売上高 2,112,168

売上原価 1,928,693

売上総利益 183,474

販売費及び一般管理費 ※１
 189,243

営業損失（△） △5,769

営業外収益

受取利息 477

受取配当金 6,806

受取賃貸料 27,353

その他 7,303

営業外収益合計 41,940

営業外費用

支払利息 1,201

持分法による投資損失 2,408

賃貸費用 6,229

その他 1,735

営業外費用合計 11,575

経常利益 24,596

特別損失

固定資産処分損 1,475

特別損失合計 1,475

税金等調整前四半期純利益 23,121

法人税等 6,887

少数株主利益 2,316

四半期純利益 13,917
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 23,121

減価償却費 98,641

持分法による投資損益（△は益） 2,408

有形固定資産処分損益（△は益） 1,475

その他の償却額 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75,424

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,224

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,370

貸倒引当金の増減額（△は減少） △182

受取利息及び受取配当金 △7,283

支払利息 1,201

売上債権の増減額（△は増加） 21,735

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,758

仕入債務の増減額（△は減少） 79,404

その他の資産の増減額（△は増加） △8,573

その他の負債の増減額（△は減少） △13,746

小計 81,864

利息及び配当金の受取額 7,283

利息の支払額 △1,304

法人税等の支払額 △7,349

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △108,541

従業員に対する貸付金の回収による収入 3,234

その他の支出 △1,260

その他の収入 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,518

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（△は減少） △160,000

長期借入れによる収入 300,000

配当金の支払額 △30,290

少数株主への配当金の支払額 △570

財務活動によるキャッシュ・フロー 109,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 83,115

現金及び現金同等物の期首残高 600,320

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 683,435
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年６月30日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を

適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

 

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変動がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

４　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年６月30日)

　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含

めて表示しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　

                                   16,243,947千円 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                                    16,157,625千円 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 　至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与・賞与等　　　　　　　　　95,191千円

退職給付費用　　　　　　　　　 5,829千円

役員退職慰労引当額　　　　　　 1,224千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日  　至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 776,435千円

預入期間が３か月超の定期預金 △　93,000〃

現金及び現金同等物 683,435千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 10,120,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 27,139

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

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 利益剰余金 30,290 3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

繊維事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

1,959,763152,4052,112,168 ― 2,112,168

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 22,415 22,415(22,415) ―

計 1,959,763174,8202,134,584(22,415)2,112,168

営業利益又は営業損失(△) △10,067 8,396 △1,670 (4,098)△5,769

(注)　１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1)繊維事業……………各種繊維製品の染色加工及び製造販売

(2)その他の事業………各種機械の製造販売及び内装業等の繊維事業以外の事業

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

370.71円 374.07円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 1.38円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─　円　　

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 13,917

普通株式に係る四半期純利益(千円) 13,917

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,092

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月13日

倉庫精練株式会社

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　浜    田　　  亘　　　 印

　

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　小 酒 井　　雄 三　　  印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている倉庫

精練株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、倉庫精練株式会社及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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