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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２四半期
連結累計期間

第156期
第２四半期
連結会計期間

第155期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９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) 4,074,655 1,962,486 8,596,101

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) △63,217 △87,814 143,883

当期純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △43,101 △57,018 60,272

純資産額 (千円) ─ 3,697,956 3,826,354

総資産額 (千円) ─ 7,049,741 7,285,757

１株当たり純資産額 (円) ─ 361.17 374.07

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △4.27 △5.65 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 (％) ─ 51.7 51.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △42,714 ─ 404,217

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △135,439 ─ △287,572

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 164,105 ─ △119,459

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ 586,271 600,320

従業員数 (名) ─ 438 453

(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２四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２四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) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 438

(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９月30日現在

従業員数(名) 270

(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２四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 5,911

合　繊 2,698

編　物 3,186

合　計 11,795

(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２四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 415,101 49,942

合　繊 372,470 163,687

編　物 717,023 257,441

その他の事業 ─ 119,610 42,107

合　計 1,624,205 513,178

(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２四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 414,097

合 繊 213,038

編  物 634,074

計 1,261,209

販 売 部 門 ─ 567,196

そ の 他 ─ 19,660

繊　維　事　業　合　計 1,848,065

その他の事業 ─ 114,421

合 計 1,962,486

(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２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

旭化成せんい株式会社 319,148 16.3

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２四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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰が企業収益や家計を圧迫する

など、景気の減速懸念は一段と高まっており、先行きの不透明感は依然払拭されないまま推移してまいりま

した。また、米国のサブプライムローン問題に端を発したグローバルな金融不安、米国経済の後退懸念等に

より景況感は悪化しており、企業収益や個人消費も厳しさを増してきております。

　繊維業界につきましては、依然として国内需要が低迷している中、原油及び原材料価格の高騰はそのまま

企業収益の悪化に繋がり厳しい状況が続いております。

　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、国内市場がますます厳しくなる状況の中、受注数量も伸び悩み、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２四半期連結会計期間の売上高は19億62万円、経常損失は87百万円、四半期純損失は57百万

円となりました。
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　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、食料品やガソリン価格等の値上げによる衣料品の買い控えもあり、アウターな

どは低調に推移しました。一部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車輌資材受注への大きな影響もあり事業環境は非常に

厳しい状況となっており、その結果、売上高は12億61百万円となりました。

　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は順調に伸ばすことができた反面、衣料関連では、合繊素材の超

光沢加工品等は順調に推移しましたが、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5億67百万円にとどまりました。

以上の結果、繊維事業全体における売上高は、保管料収入を含めて18億48百万円、営業損失は１億８百万円

となりました。

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１億14百万円、営業利益は７百万円となりました。

　

(2)財政状態の分析

(流動資産)

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は34億83百万円で、前連結会計年度末に比べ40百万

円減少しました。これは、受取手形及び売掛金の62百万円の減少が主な要因です。

(固定資産)

　当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は35億66百万円で、前連結会計年度末に比べ１億95

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１億17百万円の減少、投

資その他の資産では、投資有価証券が時価評価額の変動により99百万円の減少となったことがあげられま

す。

(流動負債)

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は21億59百万円で、前連結会計年度末に比べ１億16

百万円減少しました。主な要因は、その他流動負債が１億32百万円減少したことがあげられます。

(固定負債)

　当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は11億92百万円で、前連結会計年度末に比べ9百万

円増加しました。これは、長期借入金が１億75百万円増加しましたが、一方で退職給付引当金が１億67百万

円減少したことが主な要因です。

(純資産)

　当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は36億97百万円で、前連結会計年度末に比べ１億28百

万円減少しました。これは、その他有価証券評価差額金が56百万円減少したことが主な要因です。
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(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費98百万円、たな卸

資産45百万円の減少等がありましたが、税金等調整前四半期純損失90百万円、退職給付引当金92百万円の減

少等により、１億24百万円の支出となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出40百万円等により、28百万円の支

出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出25百万円等がありましたが、短期借

入金の純増加額80百万円により、54百万円の収入となりました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は５億86百万円となり、第１四半

期連結会計期間末と比べて97百万円減少しました。

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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２四半期連結会計期間における研究開発費の総額は9,102千円であります。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２四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２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間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２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11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 10,120,000 10,120,000
大阪証券取引所
（市場第二部）

─

計 10,120,000 10,120,000 ― ―

　

(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９月30日 ─ 10,120 ─ 506,000 ─ 130,686
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

西川文平 石川県金沢市 2,411 23.83

旭化成せんい株式会社 大阪市北区堂島浜１丁目2番6号 1,870 18.48

鳥海節夫 埼玉県越谷市 726 7.17

株式会社北國銀行 金沢市下堤町１番地 494 4.89

株式会社北國クレジットサービ
ス

金沢市片町2丁目2-15 372 3.68

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 336 3.32

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪市北区西天満４丁目15番10号 234 2.31

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1-1 195 1.93

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目8-11 155 1.53

島内一士 兵庫県西宮市 122 1.21

計 ― 6,916 68.35
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30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９月30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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 159 161 160 159 155 153

最低(円) 147 150 156 142 141 120

(注)　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。

なお、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日　内閣府令第50号)附則第７条第１項第

５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

　

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２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 679,271 693,320

受取手形及び売掛金 1,890,248 1,952,810

商品及び製品 196,143 176,984

原材料及び貯蔵品 300,313 301,139

仕掛品 201,616 233,892

その他 236,083 186,839

貸倒引当金 △20,237 △20,956

流動資産合計 3,483,440 3,524,029

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,221,984 1,265,232

機械装置及び運搬具（純額） 981,376 1,099,256

その他（純額） 283,492 238,983

有形固定資産合計 ※１
 2,486,853

※１
 2,603,472

無形固定資産 9,772 11,569

投資その他の資産

投資有価証券 769,251 868,586

その他 300,423 278,099

投資その他の資産合計 1,069,675 1,146,685

固定資産合計 3,566,301 3,761,728

資産合計 7,049,741 7,285,757
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,517,212 1,528,348

短期借入金 180,000 160,000

未払法人税等 20,861 9,062

賞与引当金 31,366 36,167

その他 409,697 542,485

流動負債合計 2,159,137 2,276,064

固定負債

長期借入金 180,000 5,000

退職給付引当金 965,764 1,133,444

役員退職慰労引当金 35,639 33,190

負ののれん 11,243 11,702

固定負債合計 1,192,647 1,183,337

負債合計 3,351,784 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 2,801,305 2,874,696

自己株式 △5,164 △5,129

株主資本合計 3,432,827 3,506,253

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 212,346 269,195

評価・換算差額等合計 212,346 269,195

少数株主持分 52,782 50,905

純資産合計 3,697,956 3,826,354

負債純資産合計 7,049,741 7,285,757
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 4,074,655

売上原価 3,813,669

売上総利益 260,986

販売費及び一般管理費 ※１
 374,470

営業損失（△） △113,484

営業外収益

受取利息 1,253

受取配当金 6,814

受取賃貸料 53,002

その他 12,726

営業外収益合計 73,796

営業外費用

支払利息 2,559

持分法による投資損失 3,937

賃貸費用 13,617

その他 3,415

営業外費用合計 23,529

経常損失（△） △63,217

特別利益

貸倒引当金戻入額 219

特別利益合計 219

特別損失

固定資産処分損 4,759

特別損失合計 4,759

税金等調整前四半期純損失（△） △67,758

法人税等 △27,103

少数株主利益 2,446

四半期純損失（△） △43,101
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 1,962,486

売上原価 1,884,975

売上総利益 77,511

販売費及び一般管理費 ※１
 185,226

営業損失（△） △107,715

営業外収益

受取利息 776

受取配当金 7

受取賃貸料 25,648

その他 5,422

営業外収益合計 31,855

営業外費用

支払利息 1,357

持分法による投資損失 1,528

賃貸費用 7,388

その他 1,679

営業外費用合計 11,954

経常損失（△） △87,814

特別利益

貸倒引当金戻入額 219

特別利益合計 219

特別損失

固定資産処分損 3,284

特別損失合計 3,284

税金等調整前四半期純損失（△） △90,879

法人税等 △33,990

少数株主利益 129

四半期純損失（△） △57,018
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９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損失（△） △67,758

減価償却費 197,677

持分法による投資損益（△は益） 3,937

有形固定資産処分損益（△は益） 4,759

その他の償却額 33

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167,680

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,449

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,801

貸倒引当金の増減額（△は減少） △719

受取利息及び受取配当金 △8,067

支払利息 2,559

売上債権の増減額（△は増加） 62,562

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,942

仕入債務の増減額（△は減少） △11,136

その他の資産の増減額（△は増加） △2,347

その他の負債の増減額（△は減少） △67,833

小計 △42,423

利息及び配当金の受取額 8,067

利息の支払額 △2,721

法人税等の支払額 △5,637

営業活動によるキャッシュ・フロー △42,714

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 △148,968

有形固定資産の売却による収入 15

従業員に対する貸付金の回収による収入 14,867

その他の支出 △1,927

その他の収入 573

投資活動によるキャッシュ・フロー △135,439

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） △80,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △25,000

自己株式の取得による支出 △34

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 164,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,048

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
 586,271
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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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年９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

第１四半期連結会計期間から適用し、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損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与

える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年９月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四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化がないと認

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２四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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年９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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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　

                                   16,277,974千円 

※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２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 　至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与・賞与等　　　　    177,149千円

退職給付費用　　　　　　 13,648千円

役員退職慰労引当額　　　　2,449千円

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 　至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与・賞与等　　　　　 　81,957千円

退職給付費用　　　　　　　7,819千円

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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日  　至　平成20年９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 679,271千円

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 586,271千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
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

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10月31日
取締役会

普通株式 利益剰余金 30,289 3 平成20年９月30日 平成20年12月８日

　　　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
　

(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。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

EDINET提出書類

倉庫精練株式会社(E00596)

四半期報告書

20/24



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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

1,848,065114,4211,962,486 ― 1,962,486

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 32,296 32,296(32,296) ―

計 1,848,065146,7171,994,782(32,296)1,962,486

営業利益又は営業損失(△) △108,219 7,262△100,956(6,758)△107,715

　
(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

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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

3,807,828266,8264,074,655 ― 4,074,655

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 54,711 54,711(54,711) ―

計 3,807,828321,5384,129,367(54,711)4,074,655

営業利益又は営業損失(△) △118,28715,659△102,627(10,856)△113,484

(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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 361.17円１株当たり純資産額 374.07円

　

２　１株当たり四半期純損失

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △4.27円

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

　　　２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(千円) △43,101

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △43,101

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

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △5.65円

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

　　　２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(千円) △57,018

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △57,018

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】

第156期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)中間配当については、平成20年10月31日開催の取

締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、

次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 30,289千円

②　１株当たりの金額 ３円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成20年12月８日
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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11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２四半期連結会計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９

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

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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