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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】

　

回次
第158期
第１四半期
連結累計期間

第159期
第１四半期
連結累計期間

第158期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 1,755,505 1,572,823 6,790,474

経常利益 (千円) 78,513 67,658 274,524

四半期(当期)純利益 (千円) 59,355 62,830 156,864

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 38,101 61,136 109,526

純資産額 (千円) 2,458,572 2,529,865 2,504,615

総資産額 (千円) 5,949,235 5,476,638 5,493,399

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 5.88 6.23 15.55

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 (％) 40.4 45.2 44.6

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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．第158期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

４．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、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

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。

　

　

　

EDINET提出書類

倉庫精練株式会社(E00596)

四半期報告書

 2/15



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、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」から

の重要な変更があった事項は以下のとおりであります。

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

(1) 事業の廃止等

当社は、平成23年6月21日開催の取締役会において、繊維事業の衣料用途向けの裏地部門の事業の廃止

を決議したことにより、当社グループの売上減少が生じるなど、経営成績及び財政状態等に重要な影響を

及ぼす可能性があります。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成23年6月21日開催の取締役会において、当社と旭化成せんい株式会社との間において長年受

託してきた裏地の染色整理加工について、平成23年６月21日付にて「加工委託終了の覚書」を締結し、取引

を終了することに合意いたしました。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災以後の供給体制の立て直しや生産活

動の回復に伴い、景気の持ち直しが期待される一方で、電力供給の制約や為替相場の変動、原油高等の影

響により景気が下振れするリスクも存在しており、依然として予断を許さない状況にあります。

　このような状況のもと、当社グループは、「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」を継続して進め、更に「自主開発・自主販売」の実行に取り組んで

おりますが、東日本大震災の影響による車輌シート地の大幅減少及びベンベルグ裏地の大幅減少に伴い、

売上は減少となりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は15億72百万円(前年同四半期比10.4％減)、経常利益は

67百万円(前年同四半期比13.8％減)、四半期純利益は62百万円(前年同四半期比5.9％増)となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

① 繊維事業

　衣料用途においては、国内需要の減少が続く厳しい環境の中、裏地及びカジュアル向けを中心とした

複合アウターは売上を落としました。更に、合繊織物の光沢加工商品も同様に減収となった一方で、輸

出用のニット商品が増加となりました。

　資材用途においては、東日本大震災による自動車メーカーの生産調整等の影響を受け、車輌シート材

は大幅な減収となった一方で、高機能繊維商品関連は、ほぼ前期並みとなりました。

　以上の結果、繊維事業全体における売上高は、14億98百万円（前年同四半期比10.7％減）、営業利益は

30百万円（前年同四半期比13.1％減）となりました。
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②  その他

内装業については、住宅に対する投資意欲が上向いてきたことから若干の増加に繋がりましたが、一

方、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、売上減となりました。

　以上の結果、その他における売上高は73百万円(前年同四半期比3.0％減)、営業利益は△0百万円（前

年同四半期は6百万円の利益）となりました。 

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少し、54億76百万

円となりました。主な要因は、現金及び預金59百万円、商品及び製品が69百万円増加しましたが、受取手形

及び売掛金64百万円、設備等の減価償却により有形固定資産が70百万円減少したことによるものであり

ます。

負債は、前連結会計年度末に比べ42百万円減少し、29億46百万円となりました。主な要因は、支払手形及

び買掛金が69百万円増加し、借入金の返済72百万円、その他減少によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ25百万円増加し、25億29百万円となりました。これは主に利益剰余

金が増加したことによるものであります。

　
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　
(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は3百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの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 【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23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８月11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
(株)

発行済株式
総数残高
(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23年４月１日～
平成23年６月30日

― 10,120,000 ― 506,000 ― 130,686

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年６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  　 29,000

― 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  　 52,000 ― 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) 1　「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  当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成23年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年６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

石川県金沢市玉鉾四丁目111番
地

29,000 ─ 29,000 0.29

(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番地 11,000 ─ 11,000 0.11

計 ― 40,000 ─ 40,000 0.40

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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。)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、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30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る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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 684,290 743,497

受取手形及び売掛金 1,619,209 1,554,945

商品及び製品 174,980 244,425

仕掛品 203,168 194,172

原材料及び貯蔵品 236,421 237,438

その他 46,106 42,135

貸倒引当金 △18,848 △17,407

流動資産合計 2,945,327 2,999,206

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,083,082 1,063,445

機械装置及び運搬具（純額） 460,126 413,161

その他（純額） 240,324 238,877

有形固定資産合計 1,783,533 1,715,483

無形固定資産 10,318 9,436

投資その他の資産

投資有価証券 651,178 651,318

その他 103,041 101,192

投資その他の資産合計 754,219 752,511

固定資産合計 2,548,071 2,477,431

資産合計 5,493,399 5,476,638

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,079,199 1,149,115

短期借入金 218,140 167,840

未払法人税等 23,674 5,975

賞与引当金 14,259 14,259

その他 391,565 375,589

流動負債合計 1,726,839 1,712,780

固定負債

長期借入金 269,140 247,330

退職給付引当金 666,048 660,229

役員退職慰労引当金 16,482 18,268

負ののれん 8,948 8,718

資産除去債務 91,478 91,780

その他 209,847 207,666

固定負債合計 1,261,945 1,233,992

負債合計 2,988,784 2,946,772
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30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 1,683,374 1,710,888

自己株式 △5,769 △5,769

株主資本合計 2,314,291 2,341,806

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 134,677 132,281

その他の包括利益累計額合計 134,677 132,281

少数株主持分 55,646 55,778

純資産合計 2,504,615 2,529,865

負債純資産合計 5,493,399 5,476,638
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

売上高 1,755,505 1,572,823

売上原価 1,550,684 1,387,582

売上総利益 204,821 185,240

販売費及び一般管理費 165,097 150,570

営業利益 39,723 34,670

営業外収益

受取利息 115 86

受取配当金 7,040 6,522

受取賃貸料 26,628 22,516

持分法による投資利益 6,980 4,151

その他 10,539 9,439

営業外収益合計 51,303 42,716

営業外費用

支払利息 2,929 1,858

賃貸費用 7,769 6,014

その他 1,814 1,855

営業外費用合計 12,513 9,728

経常利益 78,513 67,658

特別利益

貸倒引当金戻入額 40 －

役員退職慰労引当金戻入額 16,256 －

特別利益合計 16,296 －

特別損失

固定資産処分損 2,414 －

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 26,246 －

税金等調整前四半期純利益 68,563 67,658

法人税等 8,167 4,123

少数株主損益調整前四半期純利益 60,396 63,535

少数株主利益 1,040 705

四半期純利益 59,355 62,830
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 60,396 63,535

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △22,295 △2,399

その他の包括利益合計 △22,295 △2,399

四半期包括利益 38,101 61,136

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 37,072 60,433

少数株主に係る四半期包括利益 1,028 702
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【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１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23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。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。

　

【追加情報】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

 (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

 

　

【注記事項】

(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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれんの償却

額は、次のとおりであります。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 85,502千円 71,172千円

負ののれんの償却額 229千円 229千円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 35,315 3.5平成23年３月31日 平成23年６月30 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　１．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

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント その他 合計 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 1,679,39176,1141,755,505 ― 1,755,505

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 23,989 23,989 △23,989 ―

計 1,679,391100,1041,779,495△23,989 1,755,505

セグメント利益 34,660 6,437 41,097 △1,374 39,723

(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。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．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

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント その他 合計 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 1,498,96373,8591,572,823 ― 1,572,823

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 17,135 17,135 △17,135 ―

計 1,498,96390,9951,589,958△17,135 1,572,823

セグメント利益又は損失(△) 30,123 △717 29,405 5,264 34,670

(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 セグメント利益又は損失は、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。

　

EDINET提出書類

倉庫精練株式会社(E00596)

四半期報告書

13/15



　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

 １株当たり四半期純利益金額 5円88銭 6円23銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 59,355 62,830

    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(千円) 59,355 62,830

    普通株式の期中平均株式数(千株) 10,087 10,086

(注)  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。

　

(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

（大量の希望退職者の募集）

当社は、平成23年８月１日開催の取締役会において、希望退職者の募集を実施することを決議しております。そ

の概要は次のとおりであります。

１．希望退職者募集の理由

受注環境に見合った経営体質の強化を図る上で、大幅な合理化を実行せざるを得ない状況であります。そ

こで、大幅な合理化の一つとして人員の削減を実施し、現状に見合った経営体制にすることが急務となり、

以下の通り希望退職を募集することになりました。

２．希望退職募集の対象者、募集人員

募集対象者　勤続２年以上　59才まで（平成23年４月１日現在）

募集人員　　40名　

３．募集期間

平成23年８月２日から平成23年８月11日まで（予定）

４．希望退職による損失の見込額

現時点では応募者数等が未確定であるため、業績への影響についても未定であります。

５．その他重要な特約等がある場合にはその内容

所定の退職金の他に、特別退職加算金を支給する予定であります。

　

　
２ 【その他】

該当事項はありません。

　

　
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23年８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23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平
成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23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、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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23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。
　
強調事項
「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成23年8月1日開催の取締役会において、希望退職者
の募集を行うことを決議した。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係
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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