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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159期
第１四半期
連結累計期間

第160期
第１四半期
連結累計期間

第159期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 1,572,823 1,293,960 5,390,535

経常利益 (千円) 67,658 5,950 56,450

四半期(当期)純利益又は四半期純
損失（△）

(千円) 62,830 △3,114 49,489

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 61,136 △14,585 80,570

純資産額 (千円) 2,529,865 2,212,225 2,284,465

総資産額 (千円) 5,476,638 5,203,203 5,226,412

１株当たり四半期(当期)純利益金
額又は四半期純損失金額（△）

(円) 6.23 △0.41 5.53

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 (％) 45.2 41.4 42.6

(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．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159期第１四半期連結累計期間及び第159

期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。第160期第１四半期連結累計期間は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。

　

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。
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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、当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。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

　
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、欧州債務危機の影響による新興国経済の減速、円高

の長期化、国内における電力供給不足の懸念等により、先行きの不透明感が続いております。

当繊維業界におきましても、国際的な事業環境、ライフスタイルの変化、生産拠点の再編、企業間競争の

激化により、依然として厳しい環境にあります。

このような状況のもと、当社グループは、高効率化設備の導入・改造や適正でフレキシブルな人員配置

等を実施し、生産効率の徹底した改善による低コスト体質の確立、得意とする素材、加工の自主開発・自

主販売の強力な推進を行っております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は12億93百万円(前年同四半期比17.7％減)、経常利益は

５百万円(前年同四半期比91.2％減)、四半期純損失は３百万円(前年同四半期は62百万円の利益)となり

ました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①　繊維事業

衣料用途においては、得意とする高次加工商品は堅調に推移しましたが、国内需要減少、円高の長期

化の事業環境のなか、総じて減少となりました。また、資材用途においては、前年並みに推移しました。

以上の結果、繊維事業全体における売上高は、12億21百万円（前年同四半期比18.5％減）、営業損益

は31百万円の損失（前年同四半期は30百万円の利益）となりました。

②　その他

機械製造・修理事業においては、若干の売上げ増加がありましたが、内装業においては、施工契約数

が伸び悩みました。

以上の結果、その他における売上高は72百万円(前年同四半期比2.2％減)、営業利益は10百万円（前

年同四半期は0百万円の損失）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ23百万円減少し、52億３百万円となり

ました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加１億31百万円、現金及び預金の減少78百万円、商品及び製

品の減少63百万円、有形固定資産の減少42百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ49百万円増加し、29億90百万円となりました。主な要因は、支払手形及

び買掛金の増加１億73百万円、長期借入金の減少51百万円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72百万円減少し、22億12百万円となりました。主な要因は、配当金の

支払及び自己株式の買取によるものであります。

　
(3) 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8,743千円であります。

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24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８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 7,652,289 7,652,289
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 7,652,289 7,652,289― ―

　

(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24年５月16日　　　
(注)   

△2,467,7117,652,289 ― 506,000 ― 130,686

(注)  自己株式の消却による減少であります。

　

(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】

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24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。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24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  2,283,000

― 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　7,777,000 7,777 同上

単元未満株式 普通株式　　 49,000 ― 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 ― 7,777 ―

(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24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４－111 2,283,000 ― 2,283,00022.56

(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 ― 2,294,000 ― 2,294,00022.67

(注)　当第１四半期連結会計期間末における自己保有株式は117,000株であります。

　

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24年４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 922,206 844,096

受取手形及び売掛金 ※1
 1,310,510

※1
 1,441,858

商品及び製品 258,085 194,716

仕掛品 146,806 180,688

原材料及び貯蔵品 208,873 231,182

繰延税金資産 4,632 4,651

その他 54,577 49,460

貸倒引当金 △5,133 △5,315

流動資産合計 2,900,558 2,941,340

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,003,959 984,988

機械装置及び運搬具（純額） 291,682 260,623

その他（純額） 234,886 242,736

有形固定資産合計 1,530,529 1,488,348

無形固定資産 6,845 6,286

投資その他の資産

投資有価証券 684,812 665,195

その他 103,666 107,526

貸倒引当金 － △5,494

投資その他の資産合計 788,479 767,228

固定資産合計 2,325,854 2,261,862

資産合計 5,226,412 5,203,203

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 845,602

※1
 1,019,029

1年内返済予定の長期借入金 171,240 183,240

未払法人税等 8,768 9,273

賞与引当金 13,551 13,165

その他 449,158 390,379

流動負債合計 1,488,321 1,615,087

固定負債

長期借入金 597,900 546,090

退職給付引当金 550,329 537,569

役員退職慰労引当金 23,624 17,635

負ののれん 8,029 7,800

資産除去債務 92,696 93,005

その他 181,046 173,788

固定負債合計 1,453,626 1,375,889

負債合計 2,941,947 2,990,977
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24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 1,676,997 1,381,944

自己株式 △250,053 △15,198

株主資本合計 2,063,630 2,003,432

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 165,118 152,900

その他の包括利益累計額合計 165,118 152,900

少数株主持分 55,715 55,892

純資産合計 2,284,465 2,212,225

負債純資産合計 5,226,412 5,203,203
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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23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 1,572,823 1,293,960

売上原価 1,387,582 1,171,033

売上総利益 185,240 122,926

販売費及び一般管理費 150,570 139,834

営業利益又は営業損失（△） 34,670 △16,907

営業外収益

受取利息 86 39

受取配当金 6,522 5,620

受取賃貸料 22,516 22,809

持分法による投資利益 4,151 －

その他 9,439 5,624

営業外収益合計 42,716 34,093

営業外費用

支払利息 1,858 2,671

賃貸費用 6,014 6,048

持分法による投資損失 － 699

その他 1,855 1,815

営業外費用合計 9,728 11,234

経常利益 67,658 5,950

特別利益

固定資産売却益 － 129

特別利益合計 － 129

税金等調整前四半期純利益 67,658 6,080

法人税等 4,123 8,444

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

63,535 △2,363

少数株主利益 705 750

四半期純利益又は四半期純損失（△） 62,830 △3,114
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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23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

63,535 △2,363

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,399 △12,222

その他の包括利益合計 △2,399 △12,222

四半期包括利益 61,136 △14,585

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 60,433 △15,331

少数株主に係る四半期包括利益 702 746

EDINET提出書類

倉庫精練株式会社(E00596)

四半期報告書

11/16



　

【会計方針の変更等】
　

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はあ

りません。

　

【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24年４月１日  至  平成24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。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　※１  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１四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

期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

受取手形 29,480千円 31,830千円

支払手形 118,324  〃 117,827  〃

　

(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23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

減価償却費 71,172千円 54,454千円

負ののれんの償却額 229　〃 229　〃
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(株主資本等関係)

前第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日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

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24年４月１日  至  平成24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24年６月28日
定時株主総会

普通株式 19,590 2.5平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成24年５月14日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を消却することを決議し、平成24

年５月16日付で普通株式2,467,711株(272,349千円)を消却しました。この結果、当第１四半期連結累計

期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ減少しております。

また、平成24年５月29日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を取得することを決議し、当第１四

半期連結累計期間において普通株式117,000株(14,902千円)を取得しました。

なお、当第１四半期連結会計期間末における自己株式の残高は15,198千円となっております。
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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。

　

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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 1,221,72572,2351,293,960 ― 1,293,960

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 25,673 25,673 △25,673 ―

計 1,221,72597,9081,319,634△25,673 1,293,960

セグメント利益又は損失(△) △31,063 10,605 △20,457 3,549 △16,907

(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。
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(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23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△） 6円23銭 △0円41銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）(千円) 62,830 △3,114

    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)

62,830 △3,114

    普通株式の期中平均株式数(千株) 10,086 7,665

(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、前第１四半期連結累計期間は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。当第１四半期連結累計期間は、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。

　

　
　
　
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24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24年４月１日から平成25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24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24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24年
６月30日現在の財政状態及び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。
　
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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