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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157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157期
第２四半期連結
会計期間

第156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21年
    ４月１日
至  平成21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21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 4,074,6553,052,3251,962,4861,549,4647,316,999

経常損失(△) (千円) △63,217△162,655△87,814 △90,676△292,242

四半期(当期)純損失
(△)

(千円) △43,101△264,156△57,018△ 190,913△808,902

純資産額 (千円) ― ― 3,697,9562,624,5372,851,802

総資産額 (千円) ― ― 7,049,7415,617,0116,044,676

１株当たり純資産額 (円) ― ― 361.17 254.94 277.51

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円) △4.27 △26.19 △5.65 △18.92 △80.16

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 45.8 46.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △42,714 △1,820 ― ― △170,670

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △135,439△170,566 ― ― △204,416

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 164,105△87,903 ― ― 323,402

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 586,271 288,345 548,635

従業員数 (人) ― ― 438 395 408

(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、第156期及び第156期第2四半期連結累計(会計)期間並

びに第157期第2四半期連結累計(会計)期間は、１株当たり四半期(当期)純損失であり、また、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) 連結会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数(人) 395（105）

(注)　従業員数は就業人員であり、( )は外書きで契約社員を示しております。

　

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数(人) 253（105）

(注)　従業員数は就業人員であり、( )は外書きで契約社員を示しております。
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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) 前年同四半期比(％)

繊　維　事　業
織　物

化　繊 4,056 △31.4

合　繊 1,865 △30.9

編　物 2,576 △19.1

合　計 8,497 △28.0

(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)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

繊　維　事　業
織　物

化　繊 356,453 △14.1 51,081 2.3

合　繊 219,306 △41.1 75,891 △53.6

編　物 601,513 △16.1 182,052 △29.3

その他の事業 ─ 111,564 △6.7 54,944 30.5

合　計 1,288,836 △20.6 363,968 △29.1

(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) 前年同四半期比(％)

繊維事業

委託加工部門

織 物
化 繊 335,765 △18.9

合 繊 126,658 △40.5

編  物 545,183 △14.0

計 1,007,606 △20.1

販 売 部 門 ─ 438,263 △22.7

そ の 他 ─ 20,944 6.5

繊　維　事　業　合　計 1,466,814 △20.6

その他の事業 ─ 82,650 △27.8

合 計 1,549,464 △21.0

(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

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

旭化成せんい株式会社 319,148 16.3 219,534 14.2

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報

告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。　

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

合併の中止について

当社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、当社100％連結子会社である株式会社ソーコゴー

センを吸収合併することを決議し、同日付で合併契約書を締結し、平成21年10月１日に合併する予定であ

りましたが、平成21年９月15日開催の両社取締役会において、当社と株式会社ソーコゴーセンとの合併を

中止することを決議いたしました。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(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、世界的な金融不安が引き起こした景気後退がよう

やく下げ止まりを見せつつありましたが、設備投資の減少および雇用・所得の悪化や個人消費の低迷に

より、先行きの不透明感は払拭されないまま推移し、依然として景況感は厳しい状況が続きました。

　繊維業界におきましては、為替の変動による輸出採算の悪化、消費者マインドの冷え込みによる個人消

費の低迷などの影響から、国内需要の減少は止まらず、企業を取り巻く環境は厳しい状況が増していま

す。

  このような状況のもと、当企業グループといたしましては、更なるコスト削減と効率的な生産活動の取

り組みによる対応が充分でなく、一定の効果を示す事ができず、一方で、ポリエステル、ナイロンの合成繊

維及びセルロース繊維の定番商品、自動車用内装シートの加工が大きく落ち込みました。業務の合理化、

商品の差別化に取り組んだものの、成果が上がらず、損益の悪化を招きました。

この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は15億49百万円（前年同四半期比21.0％減）、経常損失

は90百万円（前年同四半期比２百万円の減益）、四半期純損失は１億90百万円（前年同四半期比１億33

百万円の減益）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、個人消費の低迷から衣料品の国内需要の減少と、輸出向けの受注は円高

の影響から、共に定番品を中心に大きく減少し、更に自動車の販売不振から車輌シート材の落ち込み

が続き、セルロース繊維に特殊加工を施した商品は若干上向いたものの、売上高は10億７百万円（前

年同四半期比20.1％減）と大幅な減少となりました。 

製品販売部門においては、産業資材関係は、定番品が需要の低迷・在庫調整から売上高は減少し、

また、衣料関係においても国内需要の低迷が直撃し、差別化・付加価値化の商品転換が進まず大幅な

落ち込みとなりました。その結果、売上高は４億38百万円（前年同四半期比22.7％減）となりまし

た。

以上の結果、繊維事業全体における売上高は、14億66百万円（前年同四半期比20.6％減）、営業損

失は１億18百万円（前年同四半期比10百万円の減益）となりました。

② その他の事業

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におかれ、苦戦を強いられた結果、そ

の他の事業における売上高は82百万円（前年同四半期比27.8％減）、営業利益は７百万円（前年同

四半期比０百万円の増益）となりました。
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(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25億31百万円で、前連結会計年度末に比べ

３億67百万円減少しました。これは、現金及び預金が２億60百万円減少したことが主な要因です。

(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30億85百万円で、前連結会計年度末に比べ

60百万円減少しました。これは、機械装置等の減価償却費等で１億25百万円減少したことが主な要因で

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17億17百万円で、前連結会計年度末に比べ

１億72百万円減少しました。これは、短期借入金が61百万円減少したことが主な要因です。

(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12億74百万円で、前連結会計年度末に比べ

27百万円減少しました。これは、長期借入金が25百万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26億24百万円で、前連結会計年度末に比べ２

億27百万円減少しました。これは、利益剰余金が２億64百万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、83百万円の支出となり、

前年同四半期と比べ40百万円の収入の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失93百

万円があったものの、非資金取引である減価償却費96百万円や、仕入債務27百万円の増加等があったた

めです。

投資活動によるキャッシュフローは39百万円の支出となり、前年同四半期と比べ10百万円の支出の

増加となりました。主な要因は、40百万円の有形固定資産の取得による支出等によるものです。

財務活動によるキャッシュフローは20百万円の支出となり、前年同四半期と比べ75百万円の支出の

増加となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額30百万円があったものの、50百万円の長期借入

金の返済による支出等があったためです。

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２億88百万円となり、前年

同四半期末と比べ２億97百万円の減少となりました。

　

(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5,066千円であります。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21年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21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 10,120,00010,120,000
大阪証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は1,000株であります。

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21年９月30日 ─ 10,120 ─ 506,000 ─ 130,686
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(5) 【大株主の状況】

平成21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 2,396 23.68

旭化成せんい株式会社 大阪府大阪市北区中之島３丁目３-23 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 石川県金沢市下堤町１番地 494 4.89

株式会社北国クレジット
サービス

石川県金沢市片町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26-１ 336 3.32

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪府大阪市北区西天満４丁目15-10 234 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 ― 6,901 68.20
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21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 28,000

― 単元株式数1,000株

(相互保有株式)
普通株式 11,000

― 同上

完全議決権株式(その他)
普通株式
     10,028,000

10,028 同上

単元未満株式
普通株式      　
　　　　 53,000

― 単元株式数(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 10,120,000 ― ―

総株主の議決権 ― 10,028 ―

(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1,000株(議決権1個)含まれており

ます。

　

② 【自己株式等】

平成21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

石川県金沢市玉鉾４－111 28,000 ─ 28,000 0.28

（相互保有株式）
株式会社キョクソー

石川県白山市八田町29 11,000 ─ 11,000 0.11

計 ― 39,000 ─ 39,000 0.39

　

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21年
　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 108 106 106 96 99 95

最低(円) 69 98 91 88 87 86

(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ありません。
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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、前第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)及び前第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)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第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)及び前第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並びに当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 381,345 641,635

受取手形及び売掛金 1,443,023 1,432,218

商品及び製品 210,026 227,594

仕掛品 145,261 149,200

原材料及び貯蔵品 279,066 293,093

その他 86,467 169,545

貸倒引当金 △14,158 △15,005

流動資産合計 2,531,031 2,898,282

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,138,922 1,180,295

機械装置及び運搬具（純額） 840,155 965,785

その他（純額） 270,831 235,537

有形固定資産合計 ※１
 2,249,909

※１
 2,381,617

無形固定資産 11,789 8,346

投資その他の資産

投資有価証券 739,613 681,858

その他 84,668 74,571

投資その他の資産合計 824,281 756,429

固定資産合計 3,085,980 3,146,393

資産合計 5,617,011 6,044,676
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,109,190 1,123,722

短期借入金 231,200 293,000

未払法人税等 8,933 4,485

賞与引当金 21,870 25,895

その他 346,771 443,575

流動負債合計 1,717,965 1,890,678

固定負債

長期借入金 231,500 257,000

退職給付引当金 798,459 826,204

役員退職慰労引当金 38,867 38,605

負ののれん 10,325 10,784

その他 195,356 169,601

固定負債合計 1,274,508 1,302,195

負債合計 2,992,474 3,192,874

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 1,741,058 2,005,214

自己株式 △5,611 △5,578

株主資本合計 2,372,133 2,636,323

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 199,601 163,240

評価・換算差額等合計 199,601 163,240

少数株主持分 52,802 52,238

純資産合計 2,624,537 2,851,802

負債純資産合計 5,617,011 6,044,676
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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）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 4,074,655 3,052,325

売上原価 3,813,669 2,925,184

売上総利益 260,986 127,140

販売費及び一般管理費 ※１
 374,470

※１
 345,419

営業損失（△） △113,484 △218,278

営業外収益

受取利息 1,253 504

受取配当金 6,814 5,568

受取賃貸料 53,002 52,381

その他 12,726 19,548

営業外収益合計 73,796 78,002

営業外費用

支払利息 2,559 4,030

持分法による投資損失 3,937 2,737

賃貸費用 13,617 12,342

その他 3,415 3,268

営業外費用合計 23,529 22,379

経常損失（△） △63,217 △162,655

特別利益

貸倒引当金戻入額 219 187

特別利益合計 219 187

特別損失

固定資産処分損 4,759 2,475

特別損失合計 4,759 2,475

税金等調整前四半期純損失（△） △67,758 △164,942

法人税等 △27,103 98,084

少数株主利益 2,446 1,129

四半期純損失（△） △43,101 △264,156
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 1,962,486 1,549,464

売上原価 1,884,975 1,490,422

売上総利益 77,511 59,041

販売費及び一般管理費 ※１
 185,226

※１
 175,310

営業損失（△） △107,715 △116,268

営業外収益

受取利息 776 311

受取配当金 7 72

受取賃貸料 25,648 25,552

その他 5,422 9,080

営業外収益合計 31,855 35,016

営業外費用

支払利息 1,357 1,553

持分法による投資損失 1,528 3,982

賃貸費用 7,388 2,742

その他 1,679 1,145

営業外費用合計 11,954 9,424

経常損失（△） △87,814 △90,676

特別利益

貸倒引当金戻入額 219 △1,023

特別利益合計 219 △1,023

特別損失

固定資産処分損 3,284 2,252

特別損失合計 3,284 2,252

税金等調整前四半期純損失（△） △90,879 △93,952

法人税等 △33,990 96,492

少数株主利益 129 468

四半期純損失（△） △57,018 △190,913
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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）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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 △164,942

減価償却費 197,677 193,175

持分法による投資損益（△は益） 3,937 2,737

有形固定資産処分損益（△は益） 4,759 2,475

その他の償却額 33 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167,680 △27,745

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,449 262

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,801 △4,025

貸倒引当金の増減額（△は減少） △719 △846

受取利息及び受取配当金 △8,067 △6,072

支払利息 2,559 4,030

売上債権の増減額（△は増加） 62,562 △10,805

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,942 35,534

仕入債務の増減額（△は減少） △11,136 △14,532

その他の資産の増減額（△は増加） △2,347 △10,936

その他の負債の増減額（△は減少） △67,833 110

小計 △42,423 △1,596

利息及び配当金の受取額 8,067 6,072

利息の支払額 △2,721 △3,899

法人税等の支払額 △5,637 △2,397

営業活動によるキャッシュ・フロー △42,714 △1,820

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 △159,740

有形固定資産の売却による収入 15 －

無形固定資産の取得による支出 － △4,625

従業員に対する貸付金の回収による収入 14,867 4,721

長期前払費用の取得による支出 － △11,520

その他の支出 △1,927 △254

その他の収入 573 853

投資活動によるキャッシュ・フロー △135,439 △170,566

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 △90,000

長期借入れによる収入 300,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △25,000 △97,300

自己株式の取得による支出 △34 △33

配当金の支払額 △30,290 －

少数株主への配当金の支払額 △570 △570

財務活動によるキャッシュ・フロー 164,105 △87,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,048 △260,290

現金及び現金同等物の期首残高 600,320 548,635

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 586,271

※1
 288,345
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【継続企業の前提に関する事項】

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21年４月１日  至  平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)及び当第２四半期連結会計

期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 至　平成21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場合には、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、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、ま

たは、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の

業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したもの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21年４月１日 至　平成21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。ただし、当該見積実効税率を用いて税

金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会社については、法定実効税率を使用して計算した金額を

計上しております。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21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　

15,904,599千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

15,727,369千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第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)

当第２四半期連結累計期間 
(自　平成21年４月１日 　至　平成21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

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与・賞与等　  　　　153,120千円

退職給付費用   　　　　14,584千円

役員退職慰労引当額　　　2,827千円

　

第２四半期連結会計期間

前第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)

当第２四半期連結会計期間 
(自　平成21年７月１日 　至　平成21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

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与・賞与等 　 　　　　70,990千円

退職給付費用   　　　　　6,200千円

役員退職慰労引当額       1,413千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※  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

※  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 381,345千円

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 288,345千円
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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21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日

 至  平成21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) 32,213

　

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

該当事項はありません。

(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

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。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第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

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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

1,466,81482,6501,549,464 ― 1,549,464

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 28,291 28,291(28,291) ―

計 1,466,814110,9411,577,755(28,291)1,549,464

営業利益又は営業損失(△) △118,314 7,290△111,024(5,244)△116,268

　

前第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

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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

2,915,221137,1043,052,325 ― 3,052,325

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 61,895 61,895(61,895) ―

計 2,915,221198,9993,114,221(61,895)3,052,325

営業利益又は営業損失(△) △207,895 1,555△206,339(11,938)△218,278

　
(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
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【所在地別セグメント情報】

前第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２四半期連結会計

期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)並びに前第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)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21

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】

前第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２四半期連結会計期

間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第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)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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。

　

(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。
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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21年9月30日)

前連結会計年度末
(平成21年3月31日)

１株当たり純資産額 254.94円
　

１株当たり純資産額 277.51円
　

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △4.27円
　

１株当たり四半期純損失(△) △26.19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、前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期

間は、１株当たり四半期純損失であり、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
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21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 △264,156

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △43,101 △264,156

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 10,088

　

第２四半期連結会計期間

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日 至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △5.65円
　

１株当たり四半期純損失(△) △18.92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、前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期

間は、１株当たり四半期純損失であり、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
前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
 至　平成21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 △190,913

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △57,018 △190,913

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 10,087

　

(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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21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21年４月１日から平成22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21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21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21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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