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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157期

第３四半期連結
累計期間

第158期
第３四半期連結
累計期間

第157期
第３四半期連結
会計期間

第158期
第３四半期連結
会計期間

第157期

会計期間

自  平成21年
     4月1日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
     4月1日
至  平成22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22年
    10月1日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
     4月1日
至  平成22年
    3月31日

売上高 (千円) 4,738,8295,221,6071,686,5031,752,0026,298,626

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) △165,718 292,407 △3,063 150,545△231,461

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失(△)

(千円) △273,294 249,858 △9,138 136,168△453,476

純資産額 (千円) ― ― 2,581,2712,595,7702,421,611

総資産額 (千円) ― ― 5,790,7655,709,7625,836,829

１株当たり純資産額 (円) ― ― 250.58 251.83 234.70

１株当たり四半期純利
益金額又は四半期(当
期)純損失金額(△)

(円) △27.09 24.77 △0.91 13.50 △44.95

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ― ― 43.7 44.5 40.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △64,966 263,909 ― ― 54,062

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △240,410△82,676 ― ― △236,661

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 131,796△200,901 ― ― 181,493

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 375,054 527,861 547,530

従業員数 (人) ― ― 388 351 376

(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)純利益金額については、第157期及び第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。第

158期第３四半期連結累計(会計)期間は、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22年12月31日現在

従業員数(人) 351  (57)

(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22年12月31日現在

従業員数(人) 274  (57)

(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(千m) 前年同四半期比(％)

繊維事業 10,101 ―

(注)　セグメント間取引については、相殺消去しております。

　
(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 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 1,265,901 ― 576,566 ―

その他の事業 31,224 ― 49,888 ―

合計 1,297,125 ― 626,454 ―

(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  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

繊維事業 1,677,509 ―

その他の事業 74,493 ―

合計 1,752,002 ―

(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　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における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 206,001 12.2 297,740 16.9

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いて、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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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、一部で景気回復の兆しが見られましたが、円高基調

によって輸出産業の収益力が低下し、依然として厳しい雇用情勢、所得環境などから、景気の先行きは不

透明なまま推移しております。

繊維業界におきましては、円高による為替差損が圧迫し海外生産への切替えが進み、国内においては各

種政策減税の期限切れによる国内需要の落ち込みは大きく、消費者マインドは冷え込み、今後は厳しい環

境になると予想されます

このような状況のもと当社グループは、事業計画の骨子となる『生産数量・規模に見合った設備体制

に整備し、適正稼動設備による生産性改善を徹底実行する。それに伴う品質管理、予防保全、過剰なエネル

ギー削減、過剰に使用している原材料の削減、適正な人員体制を実現し、損益の黒字化をする』を推し進

め、損益の向上に努めました。

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は17億52百万円(前年同四半期比3.8％増)、経常利益は1

億50百万円(前年同四半期は3百万円の損失)、四半期純利益は1億36百万円(前年同四半期は9百万円の損

失)となりました。

セグメントの業績は次のとおりです。 

① 繊維事業

衣料用途においては、輸出向けの軽量スポーツ素材などは増加となり、化繊裏地は在庫調整が進み

一時期増大となりましたが、国内需要の減少と個人消費の低迷から化繊織物はほぼ横ばいとなりま

した。

資材用途においては、車輌シート材は、エコカー減税の効果及び高級車・海外販売車に搭載する生

産が増大となり堅調に推移しましたがエコカー補助金の期限切れに伴い、今後は国内向けの減少が

予想されます。生活資材関連の高機能繊維は、ほぼ計画通りとなりました。

以上の結果、繊維事業全体における売上高は、16億77百万円(前年同四半期比6.1％増)、営業利益は

1億22百万円(前年同四半期は40百万円の損失)となりました。

② その他

内装業及び機械製造・修理事業においては、繊維事業同様厳しい環境のなか、外販の促進と経費削

減を進めました。

以上の結果、その他の事業における売上高は1億2百万円(前年同四半期比24.8％減)、営業利益は1

百万円(前年同四半期は0百万円の損失)となりました。

　
(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30億22百万円で、前連結会計年度末に比べ

88百万円増加しました。これは、受取手形及び売掛金が85百万円増加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26億87百万円で、前連結会計年度末に比べ2

億15百万円減少しました。これは、機械装置及び運搬具の減価償却費等による減少及び投資有価証券の

時価評価の減少が主な要因です。

(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17億85百万円で、前連結会計年度末に比べ4

億44百万円減少しました。これは、短期借入金が3億62百万円減少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13億28百万円で、前連結会計年度末に比べ1

億43百万円増加しました。これは、長期借入金が1億90百万円増加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25億95百万円で、前連結会計年度末に比べ1億

74百万円増加しました。これは、利益剰余金が2億24百万円増加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３四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、税金等調整前四半期純利

益1億44百万円、非資金取引である減価償却費96百万円の収入と、売上債権の増加47百万円等による支出

があり、結果として1億36百万円の収入（前年同四半期は63百万円の支出）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等により、28百万円の支出となり、前年同

四半期69百万円の支出に比べ41百万円の支出の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出等により、1億37百万円の支出（前年

同四半期は2億19百万円の収入）となりました。

以上の結果、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　　1億

52百万円増加し、5億27百万円となりました。

　

(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3,621千円であります。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22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月14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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(5) 【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22年12月31日 ― 10,120 ― 506,000 ― 130,686

　

(6) 【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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(7) 【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22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22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 10,027,000 10,027 同上

単元未満株式  普通株式     54,000― 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 ― 10,027 ―

(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1,000株（議決権１個）含まれて

おります。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22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22年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

最高(円) 85 99 105 104 104 101 97 100 110

最低(円) 70 77 86 98 92 96 86 86 100

(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、本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21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第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22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22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21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び前第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は、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第３四半期連

結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月

１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 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。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年

７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となっております。
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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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 670,861 690,530

受取手形及び売掛金 ※２
 1,693,564 1,608,233

商品及び製品 173,280 146,493

仕掛品 142,436 166,188

原材料及び貯蔵品 304,982 290,278

その他 56,168 49,360

貸倒引当金 △18,977 △17,420

流動資産合計 3,022,316 2,933,664

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,111,256 1,099,131

機械装置及び運搬具（純額） 569,245 698,688

その他（純額） 242,144 260,239

有形固定資産合計 ※１
 1,922,646

※１
 2,058,060

無形固定資産 9,833 10,273

投資その他の資産

投資有価証券 647,074 718,548

その他 107,889 116,282

投資その他の資産合計 754,964 834,832

固定資産合計 2,687,445 2,903,165

資産合計 5,709,762 5,836,829

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※２
 1,163,135 1,203,501

短期借入金 238,440 601,200

未払法人税等 23,065 3,710

賞与引当金 14,421 15,260

その他 345,953 406,024

流動負債合計 1,785,014 2,229,695

固定負債

長期借入金 320,950 130,900

退職給付引当金 695,201 760,217

役員退職慰労引当金 14,697 50,218

負ののれん 9,177 9,866

資産除去債務 91,178 －

その他 197,772 234,319

固定負債合計 1,328,976 1,185,522

負債合計 3,113,991 3,415,217
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

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 1,776,368 1,551,738

自己株式 △5,702 △5,614

株主資本合計 2,407,352 2,182,810

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 132,934 184,757

評価・換算差額等合計 132,934 184,757

少数株主持分 55,483 54,043

純資産合計 2,595,770 2,421,611

負債純資産合計 5,709,762 5,836,829
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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21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 4,738,829 5,221,607

売上原価 4,477,765 4,573,928

売上総利益 261,063 647,678

販売費及び一般管理費 ※１
 509,850

※１
 445,361

営業利益又は営業損失（△） △248,786 202,316

営業外収益

受取利息 548 797

受取配当金 11,218 12,773

受取賃貸料 79,761 76,491

持分法による投資利益 － 9,617

その他 24,468 24,556

営業外収益合計 115,996 124,236

営業外費用

支払利息 5,748 7,650

持分法による投資損失 2,568 －

賃貸費用 18,854 20,435

その他 5,757 6,059

営業外費用合計 32,928 34,145

経常利益又は経常損失（△） △165,718 292,407

特別利益

固定資産売却益 20 －

貸倒引当金戻入額 279 50

役員退職慰労引当金戻入額 － 16,256

特別利益合計 300 16,306

特別損失

固定資産処分損 5,195 10,726

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,832

特別損失合計 5,195 34,558

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△170,613 274,155

法人税等 100,892 21,709

少数株主損益調整前四半期純利益 － 252,446

少数株主利益 1,788 2,588

四半期純利益又は四半期純損失（△） △273,294 249,858
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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21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 1,686,503 1,752,002

売上原価 1,552,580 1,478,412

売上総利益 133,923 273,589

販売費及び一般管理費 ※１
 164,430

※１
 150,931

営業利益又は営業損失（△） △30,507 122,658

営業外収益

受取利息 43 574

受取配当金 5,649 5,666

受取賃貸料 27,380 25,899

持分法による投資利益 － 1,536

その他 4,919 4,969

営業外収益合計 37,993 38,647

営業外費用

支払利息 1,718 1,769

持分法による投資損失 △169 －

賃貸費用 6,511 6,377

その他 2,488 2,613

営業外費用合計 10,548 10,760

経常利益又は経常損失（△） △3,063 150,545

特別利益

固定資産売却益 20 －

貸倒引当金戻入額 92 －

特別利益合計 112 －

特別損失

固定資産処分損 2,719 6,284

特別損失合計 2,719 6,284

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△5,670 144,261

法人税等 2,808 7,324

少数株主損益調整前四半期純利益 － 136,936

少数株主利益 659 767

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,138 136,168
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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21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△170,613 274,155

減価償却費 291,918 268,719

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,832

持分法による投資損益（△は益） 2,568 △9,617

有形固定資産処分損益（△は益） 5,174 10,726

その他の償却額 △25 △105

退職給付引当金の増減額（△は減少） △47,145 △65,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,458 △35,521

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,695 △838

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,926 1,556

受取利息及び受取配当金 △11,766 △13,570

支払利息 5,748 7,650

売上債権の増減額（△は増加） △214,566 △85,331

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,272 △17,738

仕入債務の増減額（△は減少） 32,995 △40,365

その他の資産の増減額（△は増加） △3,760 △9,207

その他の負債の増減額（△は減少） △24,197 △49,686

小計 △69,706 259,640

利息及び配当金の受取額 11,766 13,570

利息の支払額 △5,673 △7,685

法人税等の支払額 △1,353 △1,616

営業活動によるキャッシュ・フロー △64,966 263,909

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 △184,166 △83,562

有形固定資産の売却による収入 40 －

無形固定資産の取得による支出 △4,625 △2,010

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 7,350 2,227

長期前払費用の取得による支出 △9,600 －

その他の支出 △262 △1,139

その他の収入 853 1,807

投資活動によるキャッシュ・フロー △240,410 △82,676

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） 180,000 △400,000

長期借入れによる収入 100,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △147,600 △172,710

自己株式の取得による支出 △33 △87

配当金の支払額 － △25,228

少数株主への配当金の支払額 △570 △1,140

その他 － △1,735

財務活動によるキャッシュ・フロー 131,796 △200,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △173,581 △19,668

現金及び現金同等物の期首残高 548,635 547,530

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 375,054

※1
 527,861
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日)

１．連結の範囲に関する事項の

変更

(1)　連結の範囲の変更
㈱ソーコゴーセンは、第２四半期連結会計期間において当社と合併し

たため、連結の範囲から除外しております。
(2)　変更後の連結子会社の数

３社

２．会計処理基準に関する事項

の変更

(1)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業

会計基準第18号 平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用し

ております。

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益が6,008千

円減少し税金等調整前四半期純利益は、29,840千円減少しております。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は90,579千円で

あります。

(2)「企業結合に関する会計基準」等の適用

  企業結合等が第２四半期連結会計期間に行われたことに伴い、第２四半

期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21

号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」 （企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）

を適用しております。

　

【表示方法の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連結会計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
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【簡便な会計処理】
　

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22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あたり適用した特有の会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22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。

　

EDINET提出書類

倉庫精練株式会社(E00596)

四半期報告書

17/25



　

【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22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　

※１  有形固定資産の減価償却累計額14,900,026千円
　

※１  有形固定資産の減価償却累計額14,680,207千円

※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 40,644千円

支払手形 154,910千円

　―――――――――

　

(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21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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 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

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与・賞与等 192,892千円

退職給付費用 16,286千円

役員退職慰労引当額 4,593千円

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21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22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 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

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与・賞与等 64,130千円

退職給付費用 4,923千円

役員退職慰労引当額 1,785千円

　

(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21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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

(平成21年12月31日現在)

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

※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

(平成22年12月31日現在)

現金及び預金 670,861千円

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 527,861千円
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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22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１
日  至  平成22年12月31日)

１．発行済株式の種類及び総数

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．自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 32,706

　

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
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年11月8日
取締役会

普通株式 25,228 2.5平成22年９月30日 平成22年12月６日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会
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

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【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

　
【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21年10月１日　至　平成21年12月31日)及び前第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21年10月１日　至　平成21年12月31日)及び前第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。
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【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平
成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第20号  平成20年３月21日)を適用しております。

　

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で
あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって
いるものであります。
当社グループは、主に繊維製品を加工販売しており、製造部門それぞれが、取扱う製品の包括的な戦略
を立案し、事業活動を展開しております。 
従って、当社グループは、加工販売体制を基礎とした製品別セグメントから構成されており、集約基準
に則り、製品の内容、製品の販売市場等の類似性をもとに集約した結果、「繊維事業」を報告セグメント
としております。
「繊維事業」は、衣料用・産業資材用の繊維製品の加工販売をしております。
　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)
　
　

　 (単位：千円)
　

　

報告セグメント その他 調整額
四半期連結損益計算書

計上額

繊維事業 (注)1 (注)2 (注)3

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,981,128240,479 ― 5,221,607

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 80,067△80,067 ―

計 4,981,128320,546△80,067 5,221,607

セグメント利益 181,696 12,315 8,305 202,316

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、各種機械の製造販売業及び内装業

等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間の取引調整であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

　
　

　 (単位：千円)
　

　

報告セグメント その他 調整額
四半期連結損益計算書

計上額

繊維事業 (注)1 (注)2 (注)3

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,677,50974,493 ― 1,752,002

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 27,765△27,765 ―

計 1,677,509102,258△27,765 1,752,002

セグメント利益 122,776 1,221 △1,309 122,688

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、各種機械の製造販売業及び内装業

等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間の取引調整であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額
　

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 251.83円
　

１株当たり純資産額 234.70円
　

　

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

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21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

　１株当たり四半期純損失金額（△） △27.09円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益金額 24.77円

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

 

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

四半期純利益金額又は四半期純損失金額
（△）(千円)

△273,294 249,858

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半
期純損失金額（△）(千円)

△273,294 249,858

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,087 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21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

　１株当たり四半期純損失金額（△） △0.91

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益金額 13.50円

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

 

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

四半期純利益金額又は四半期純損失金額
（△）(千円)

△9,138 136,168

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半
期純損失金額（△）(千円)

△9,138 136,168

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,087 10,087

　
(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　
２ 【その他】

平成22年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①  配当金の総額                                  25,228千円

②  １株当たりの金額                                ２円50銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成22年12月６日

　　（注）平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月10日

倉庫精練株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 浜　　　田　　　亘　　　印

　
指定有限責任社員
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22年４月１日から平成23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22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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22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。
　

EDINET提出書類

倉庫精練株式会社(E00596)

四半期報告書

25/25


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	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

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	第３四半期連結会計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に関する事項
	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
	表示方法の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

