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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３四半期連結
累計期間

第157期
第３四半期連結
累計期間

第156期
第３四半期連結
会計期間

第157期
第３四半期連結
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
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 5,968,1054,738,8291,893,4501,686,5037,316,999

経常損失(△) (千円) △120,216△165,718△56,998 △3,063 △292,242

四半期(当期)純損失
(△)

(千円) △227,452△273,294△184,351 △9,138 △808,902

純資産額 (千円) ― ― 3,409,9092,581,2712,851,802

総資産額 (千円) ― ― 6,787,6395,790,7656,044,676

１株当たり純資産額 (円) ― ― 332.74 250.58 277.51

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円) △22.54 △27.09 △18.27 △0.91 △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 (％) ― ― 49.5 43.7 46.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △83,408 △64,966 ― ― △170,670

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △164,628△240,410 ― ― △204,416

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 228,633 131,796 ― ― 323,402

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 580,916 375,054 548,635

従業員数 (人) ― ― 421 388 408

(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３四半期連結累計(会計)期間

並びに第157期第３四半期連結累計(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３四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３四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12月31日現在

従業員数(人) 388（119）

(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12月31日現在

従業員数(人) 249（106）

(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３四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 4,392 △13.6

合　繊 1,737 △30.8

編　物 2,765 △15.3

合　計 8,895 △18.1

(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３四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 433,109 1.9 56,533 56.8

合　繊 270,787 △6.8 105,553 △7.7

編　物 719,525 8.3 240,341 27.5

その他の事業 ─ 119,114 △50.8 93,156 42.4

合　計 1,542,536 △4.9 495,586 22.6

(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３四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 412,103 △2.7

合 繊 111,690 △36.1

編  物 624,461 △9.3

計 1,148,255 △10.8

販 売 部 門 ─ 415,392 △9.0

そ の 他 ─ 17,004 △18.0

繊　維　事　業　合　計 1,580,652 △10.4

その他の事業 ─ 105,850 △18.4

合 計 1,686,503 △10.9

(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３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

旭化成せんい株式会社 251,235 13.3 206,001 12.2

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３四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】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退が続く中、一部の産業で景気の下

げ止まりを見せつつありましたが、全体としては、設備投資の減少および雇用・所得の悪化や個人消費の

低迷が長引き、依然として厳しい状況が続いております。

繊維業界におきましては、長引く景気停滞と雇用環境の悪化から、消費者マインドは冷え込み、個人消

費は低迷を続け、国内需要の減少は止まらず、企業を取り巻く環境は一層厳しさを増しております。

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、コスト削減と生産体制の効率化に取り組み

ましたが、表立った効果を示すことができず、一方で、長引く市況の低迷による影響は避けられず、売上は

減少となり、損益の悪化を招きました。

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は16億86百万円（前年同四半期比10.9％減）、経常損失

は３百万円（前年同四半期比53百万円の増益）、四半期純損失は９百万円（前年同四半期比１億75百万

円の増益）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)

所得環境の厳しさから個人消費は低迷を続け、衣料品の国内需要は落ち込みました。また輸出向け

の受注は、一昨年来から続く為替相場の長期的な円高による影響を受け、定番品を中心に大きく減少

しました。このように全体的に衣料品が落ち込む中、セルロース関連は伸長を示し、自動車関連の車

輌シート材は、下期に入り若干上向いてはきましたが、売上高全体の大きな落ち込みを補うには至り

ませんでした。その結果、委託加工部門の売上高は11億48百万円（前年同四半期比10.8％減）となり

ました。

(製品販売部門)

産業資材関係は、定番品の需要低迷により売上高が減少しました。衣料関係についても、国内需要

の減少が直撃し、それが主な要因となり、差別化・付加価値化商品への転換が進まず、大幅な落ち込

みとなりました。その結果、製品販売部門の売上高は４億15百万円（前年同四半期比9.0％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、15億80百万円（前年同四半期比10.4％減）、営業損

失は40百万円（前年同四半期比43百万円の増益）となりました。

② その他の事業

住宅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１億５百万円（前年同四半期比18.4％減）、営業損失は０百万円

（前年同四半期比14百万円の減益）となりました。
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(2)財政状態の分析

(流動資産)

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は28億39百万円で、前連結会計年度末に比べ

58百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金が２億14百万円増加したものの、現金及び預金１

億23百万円、及びその他の流動資産で86百万円減少したことが主な要因です。

(固定資産)

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は29億51百万円で、前連結会計年度末に比べ

１億95百万円減少しました。これは、機械装置及び運搬具の減価償却費等による減少１億79百万円が主

な要因です。

(流動負債)

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は20億19百万円で、前連結会計年度末に比べ

１億29百万円増加しました。これは、短期借入金が２億８百万円増加したことが主な要因です。

(固定負債)

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は11億89百万円で、前連結会計年度末に比べ

１億12百万円減少しました。これは、長期借入金が75百万円減少したことが主な要因です。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は25億81百万円で、前連結会計年度末に比べ２

億70百万円減少しました。これは、利益剰余金が２億73百万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３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期末より２億５百万円減少

し、３億75百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、63百万円の支出となり、前年同四半期と比べ22百万円の支出の

増加となりました。主な要因は、非資金取引である減価償却費97百万円があったものの、２億３百万円の

売上債権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69百万円の支出となり、前年同四半期と比べ40百万円の支出の増

加となりました。主な要因は、50百万円の定期預金の預入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２億19百万円の収入となり、前年同四半期と比べ１億55百万円の

収入の増加となりました。主な要因は、50百万円の長期借入金の返済による支出があったものの、短期借

入金の純増加額２億70百万円があったためです。

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四半期連結会計期間における研究開発費の総額は6,125千円であります。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３四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３四半期連結会計期間において、第２四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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年2月12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12月31日 ─ 10,120 ─ 506,000 ─ 130,686

 

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、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３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、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21年9月30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 10月 11月 12月

最高(円) 108 106 106 96 99 95 86 78 69

最低(円) 69 98 91 88 87 86 80 61 63

(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３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 518,054 641,635

受取手形及び売掛金 ※２
 1,646,784 1,432,218

商品及び製品 183,891 227,594

仕掛品 142,760 149,200

原材料及び貯蔵品 281,963 293,093

その他 83,040 169,545

貸倒引当金 △16,932 △15,005

流動資産合計 2,839,564 2,898,282

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,118,472 1,180,295

機械装置及び運搬具（純額） 786,468 965,785

その他（純額） 277,760 235,537

有形固定資産合計 ※１
 2,182,701

※１
 2,381,617

無形固定資産 11,027 8,346

投資その他の資産

投資有価証券 681,905 681,858

その他 75,566 74,571

投資その他の資産合計 757,472 756,429

固定資産合計 2,951,200 3,146,393

資産合計 5,790,765 6,044,676
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 ※２
 1,156,717 1,123,722

短期借入金 501,200 293,000

未払法人税等 13,285 4,485

賞与引当金 17,200 25,895

その他 331,406 443,575

流動負債合計 2,019,810 1,890,678

固定負債

長期借入金 181,200 257,000

退職給付引当金 779,058 826,204

役員退職慰労引当金 48,063 38,605

負ののれん 10,096 10,784

その他 171,264 169,601

固定負債合計 1,189,682 1,302,195

負債合計 3,209,493 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 1,731,919 2,005,214

自己株式 △5,611 △5,578

株主資本合計 2,362,994 2,636,323

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 164,812 163,240

評価・換算差額等合計 164,812 163,240

少数株主持分 53,464 52,238

純資産合計 2,581,271 2,851,802

負債純資産合計 5,790,765 6,044,676
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 5,968,105 4,738,829

売上原価 5,588,490 4,477,765

売上総利益 379,614 261,063

販売費及び一般管理費 ※１
 567,750

※１
 509,850

営業損失（△） △188,135 △248,786

営業外収益

受取利息 1,378 548

受取配当金 13,063 11,218

受取賃貸料 80,574 79,761

その他 18,979 24,468

営業外収益合計 113,995 115,996

営業外費用

支払利息 3,850 5,748

持分法による投資損失 5,503 2,568

賃貸費用 31,543 18,854

その他 5,177 5,757

営業外費用合計 46,075 32,928

経常損失（△） △120,216 △165,718

特別利益

固定資産売却益 － 20

貸倒引当金戻入額 418 279

特別利益合計 418 300

特別損失

固定資産処分損 7,162 5,195

投資有価証券評価損 3,078 －

特別損失合計 10,240 5,195

税金等調整前四半期純損失（△） △130,038 △170,613

法人税等 95,414 100,892

少数株主利益 1,999 1,788

四半期純損失（△） △227,452 △273,294
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 1,893,450 1,686,503

売上原価 1,774,821 1,552,580

売上総利益 118,628 133,923

販売費及び一般管理費 ※１
 193,279

※１
 164,430

営業損失（△） △74,651 △30,507

営業外収益

受取利息 124 43

受取配当金 6,249 5,649

受取賃貸料 27,571 27,380

その他 6,253 4,919

営業外収益合計 40,198 37,993

営業外費用

支払利息 1,291 1,718

持分法による投資損失 1,566 △169

賃貸費用 17,925 6,511

その他 1,762 2,488

営業外費用合計 22,546 10,548

経常損失（△） △56,998 △3,063

特別利益

固定資産売却益 － 20

貸倒引当金戻入額 199 92

特別利益合計 199 112

特別損失

固定資産処分損 2,402 2,719

投資有価証券評価損 3,078 －

特別損失合計 5,481 2,719

税金等調整前四半期純損失（△） △62,279 △5,670

法人税等 122,518 2,808

少数株主利益又は少数株主損失（△） △446 659

四半期純損失（△） △184,351 △9,138
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31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（△） △130,038 △170,613

減価償却費 295,897 291,918

持分法による投資損益（△は益） 5,503 2,568

有形固定資産処分損益（△は益） 7,162 5,174

その他の償却額 50 △25

退職給付引当金の増減額（△は減少） △241,461 △47,145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,673 9,458

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,301 △8,695

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,587 1,926

受取利息及び受取配当金 △14,441 △11,766

支払利息 3,850 5,748

投資有価証券評価損益（△は益） 3,078 －

売上債権の増減額（△は増加） 149,615 △214,566

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,972 61,272

仕入債務の増減額（△は減少） △124,320 32,995

その他の資産の増減額（△は増加） △52,821 △3,760

その他の負債の増減額（△は減少） △25,430 △24,197

小計 △85,596 △69,706

利息及び配当金の受取額 14,441 11,766

利息の支払額 △4,098 △5,673

法人税等の支払額 △8,154 △1,353

営業活動によるキャッシュ・フロー △83,408 △64,966

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 △182,219 △184,166

有形固定資産の売却による収入 15 40

無形固定資産の取得による支出 － △4,625

定期預金の預入による支出 － △50,000

従業員に対する貸付金の回収による収入 18,900 7,350

長期前払費用の取得による支出 － △9,600

その他の支出 △1,750 △262

その他の収入 425 853

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,628 △240,410

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） 40,000 180,000

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 △50,000 △147,600

自己株式の取得による支出 △216 △33

配当金の支払額 △60,579 －

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 228,633 131,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,403 △173,581

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
 580,916

※1
 375,054

EDINET提出書類

倉庫精練株式会社(E00596)

四半期報告書

16/25



【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３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)及び当第３四半期連結会計

期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 至　平成21年12月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四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３四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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 至　平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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　

15,963,553千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

15,727,369千円

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理に 

　　ついては、満期日に決済が行われたものとして処 

　　理しております。 

　　　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機 

　　関の休日であったため、次の四半期連結会計期間

　　末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高から

　　除かれております。　 

受取手形 27,692千円

支払手形 201,393千円

　 

　　　　　　　　　　　───

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間 
(自　平成21年４月１日 　至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　　　　給与・賞与等 265,678千円

　　　　　　退職給付費用 20,349千円

　　　　　　役員退職慰労引当額　 3,673千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　　　　給与・賞与等 216,874千円

　　　　　　退職給付費用 22,472千円

　　　　　　役員退職慰労引当額　 12,023千円

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(自　平成21年10月１日 　至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　　　　給与・賞与等 88,529千円

　　　　　　退職給付費用 6,700千円

　　　　　　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 63,754千円

　　　　　　退職給付費用 7,888千円

　　　　　　役員退職慰労引当額　 9,195千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31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 673,916千円

預入期間が３か月超の定期預金 △ 93,000千円

現金及び現金同等物 580,916千円

※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 518,054千円

預入期間が３か月超の定期預金 △143,000千円

現金及び現金同等物 375,054千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日

 至  平成21年12月31日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
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３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31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

1,763,804129,6461,893,450 ― 1,893,450

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

28 34,583 34,611(34,611) ―

計 1,763,832164,2291,928,062(34,611)1,893,450

営業利益又は営業損失(△) △84,070 14,193△69,876(4,774)△74,651

　

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31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

1,580,652105,8501,686,503 ― 1,686,503

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 30,128 30,128(30,128) ―

計 1,580,652135,9791,716,631(30,128)1,686,503

営業損失(△) △40,905 △742 △41,648 11,140△30,507

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31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

5,571,632396,4725,968,105 ― 5,968,105

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

28 89,295 89,323(89,323) ―

計 5,571,661485,7686,057,429(89,323)5,968,105

営業利益又は営業損失(△) △202,35729,852△172,504(15,630)△188,135

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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

4,495,874242,9554,738,829 ― 4,738,829

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 92,023 92,023(92,023) ―

計 4,495,874334,9784,830,852(92,023)4,738,829

営業利益又は営業損失(△) △248,801 812 △247,988 (797)△248,786

　
(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３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会

計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自  平成20

年４月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成

21年12月31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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計期

間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１

日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 250.58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金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △22.54円
　

１株当たり四半期純損失(△) △27.09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３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期

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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失
(△)(千円)

△227,452 △273,294

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △227,452 △273,294

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

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日 至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △18.27円
　

１株当たり四半期純損失(△) △0.91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３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期

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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
 至　平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失
(△)(千円)

△184,351 △9,138

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △184,351 △9,138

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) 10,091 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21年２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３四半期連結会計期間（平

成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年

12月31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

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四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22年２月12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３四半期連結会計期間(平

成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12

月31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

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四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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