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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90期
第２四半期
連結累計期間

第91期
第２四半期
連結累計期間

第90期

会計期間
自平成23年３月26日
至平成23年９月25日

自平成24年３月26日
至平成24年９月25日

自平成23年３月26日
至平成24年３月25日

売上高（千円） 2,533,536 2,528,769 4,954,232

経常利益（千円） 56,917 103,301 100,549

四半期（当期）純利益（千円） 31,668 56,366 47,419

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
29,874 51,302 140,757

純資産額（千円） 2,356,671 2,479,650 2,467,528

総資産額（千円） 4,429,032 4,203,610 4,228,249

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
1.62 2.88 2.42

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（％） 53.2 59.0 58.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△12,093 346,755 78,636

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△38,946 △34,163 △56,007

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
16,453 △153,512 △47,905

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
56,973 227,385 68,164

　

回次
第90期
第２四半期
連結会計期間

第91期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成23年６月26日
至平成23年９月25日

自平成24年６月26日
至平成24年９月25日

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

（△）（円）

△0.18 0.27

　（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、消費税等は含んでおりません。 

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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．第90期第２四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。

　

２【事業の内容】

　当第２四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）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、主要な関係会社における異動もありません。　 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四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】

(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災による経済へ影響以降、欧州政府債務リスク

の問題、中国を筆頭に海外景気の先行きに対する懸念が高まっている中、長らく続く円高・株安といった金融市場

の不安材料など、連続して発生する内外の悪影響を受け、引き続き先行き不透明な状況下にあります。

　このような状況のもとで、当社グループ紡績部門におきましては、「はやいや～ん」と名づけた小ロット・多品

種・短納期生産販売システムの一層の進化と全国繊維産地巡回展示会開催等による新たな販路開拓に努めまし

た。その成果もあり、繁忙期である第１四半期連結累計期間においては比較的好調に推移いたしましたが、当第２

四半期連結累計期間に入り急激に状況が悪化、特に売上が低調に終始した結果、同部門の売上高は14億19百万円と

なり、前年同期比１億36百万円（8.7％）の減収となりました。テキスタイル・製品部門におきましては、当社の得

意とするテンセル素材を中心に、国内・海外生産のオペレーション、東京市場の開拓等、各分野への取り組みを進

めた結果、当第２四半期連結累計期間においては紡績部門と同様の影響を受けたものの、同部門の売上高は11億９

百万円となり、前年同期比１億31百万円（13.4％）の増収となりました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は25億28百万円（前年同期比４百万円の減少）と前年同期比ほ

ぼ横ばいとなりました。利益面におきましては、一昨年の原材料の高騰による高コスト構造から脱却できたことか

ら、営業利益は１億５百万円（同46百万円の増加）、経常利益は１億３百万円（同46百万円の増加）となりまし

た。法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額計46百万円を計上しました結果、四半期純利益は56百万円と

なり、前年同期比24百万円の増益となりました。

　また、財務体質の改善につきましては、長短借入金に割引手形を含めた有利子負債の圧縮を図りました結果、有利

子負債は55百万円となり、前連結会計年度末比で１億14百万円の減少となりました。

　　

 (2）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末比24百万円減の42億３百万円となりま

した。これは主として現金及び預金の増加とたな卸資産及び売上債権の減少等によるものです。負債につきまして

は、前連結会計年度末比36百万円減の17億23百万円となりました。これは主として未払法人税等及び退職給付引当

金の増加と仕入債務及び短期借入金の減少等によるものです。純資産につきましては、前連結会計年度末比12百万

円増の24億79百万円となりました。これは主として利益剰余金の増加によるものです。この結果、自己資本比率は

59.0％となりました。

　

 (3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、２億27百万円となり、前年

同四半期比１億70百万円増加しました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は、３億46百万円（前年同期は12百万円の使用）となりました。これは主として、税

金等調整前四半期純利益（１億３百万円）、減価償却費（49百万円）、売上債権の減少額（47百万円）、たな卸資

産の減少額（97百万円）等による増加と、仕入債務の減少額（44百万円）等による減少によるものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、34百万円（前年同期は38百万円の使用）となりました。

これは主として、有形固定資産の取得によるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、１億53百万円（前年同期は16百万円の獲得）となりました。

これは主として、短期借入金の返済（１億円）、長期借入金の返済（14百万円）及び配当金の支払（39百万円）等

によるものです。
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　 (4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当連結会社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２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は19百万円であります。

なお、当第２四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 39,000,000

計 39,000,000

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24年９月25日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月８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 19,598,000 19,598,000
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 19,598,000 19,598,000 － －

（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24年６月26日～

 平成24年９月25日
－ 19,598 － 731,404－ －
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（６）【大株主の状況】

　 平成24年９月25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(％)

　シキボウ㈱ 　大阪市中央区備後町三丁目２番６号　 10,200　 52.0　

　藤原　純 　兵庫県川辺郡猪名川町 264　 1.3　

　日本トラスティ・サービス

　信託銀行㈱（信託口４）　
　東京都中央区晴海一丁目８番１１号 257　 1.3　

　薬師神　徳治郎 　大阪市城東区 175　 0.9　

　矢野　尚睦 　埼玉県草加市 138　 0.7　

　新内外綿従業員持株会 　大阪市中央区備後町三丁目２番６号 135　 0.7　

　高杢　広文 　京都市伏見区 134　 0.7　

　村田　誠 　茨城県下妻市 133　 0.7　

　浅井　利明 　千葉県松戸市 130　 0.7　

　村山　信也 　東京都西多摩郡瑞穂町 122　 0.6　

計 － 11,689　 59.6　

　

EDINET提出書類

新内外綿株式会社(E00536)

四半期報告書

 6/18



（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】　

 平成24年９月25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） 普通株式     32,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,489,000 19,489 －

単元未満株式 普通株式　　 77,000 －
１単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数 　　　　 19,598,000  －　 －

総株主の議決権 － 19,489 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2千株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

 

②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成24年９月25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
（％）

新内外綿㈱
大阪市中央区備後町

三丁目２番６号　
32,000 － 32,000 0.16

計 － 32,000 － 32,000 0.16

　　

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２四半期連結会計期間（平成24年６月26日から平成

24年９月25日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年３月26日から平成24年９月25日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽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25日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月25日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 68,164 227,385

受取手形及び売掛金 1,111,096 1,063,672

商品及び製品 487,800 461,749

仕掛品 59,671 42,939

原材料及び貯蔵品 163,996 109,456

未収還付法人税等 25,539 －

繰延税金資産 24,862 34,445

その他 51,290 26,774

貸倒引当金 △1,232 △1,171

流動資産合計 1,991,190 1,965,253

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,789,494 1,809,866

減価償却累計額 △1,525,211 △1,542,277

建物及び構築物（純額） 264,283 267,589

機械装置及び運搬具 1,984,700 1,989,828

減価償却累計額 △1,856,955 △1,884,114

機械装置及び運搬具（純額） 127,745 105,713

土地 1,702,657 1,702,657

その他 151,640 157,651

減価償却累計額 △133,702 △138,510

その他（純額） 17,938 19,140

有形固定資産合計 2,112,623 2,095,100

無形固定資産 5,401 13,768

投資その他の資産

投資有価証券 4,982 5,494

繰延税金資産 91,165 98,879

その他 26,084 28,313

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 119,032 129,488

固定資産合計 2,237,058 2,238,357

資産合計 4,228,249 4,203,610
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月25日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月25日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 569,647 533,226

短期借入金 165,664 55,506

未払法人税等 － 62,689

賞与引当金 37,970 37,388

その他 126,394 158,616

流動負債合計 899,676 847,426

固定負債

長期借入金 4,174 －

退職給付引当金 245,666 265,330

長期未払金 9,000 9,000

再評価に係る繰延税金負債 602,203 602,203

固定負債合計 861,044 876,533

負債合計 1,760,720 1,723,959

純資産の部

株主資本

資本金 731,404 731,404

利益剰余金 634,373 651,608

自己株式 △3,078 △3,126

株主資本合計 1,362,699 1,379,886

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △175 △158

繰延ヘッジ損益 5,106 25

土地再評価差額金 1,099,897 1,099,897

その他の包括利益累計額合計 1,104,829 1,099,764

純資産合計 2,467,528 2,479,650

負債純資産合計 4,228,249 4,203,610
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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23年３月26日
　至　平成23年９月25日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年３月26日
　至　平成24年９月25日)

売上高 2,533,536 2,528,769

売上原価 2,123,446 2,072,297

売上総利益 410,089 456,471

販売費及び一般管理費 ※
 352,032

※
 351,429

営業利益 58,057 105,042

営業外収益

受取利息 506 522

受取配当金 84 187

為替差益 1,169 －

受取手数料 409 718

還付加算金 77 689

その他 935 359

営業外収益合計 3,183 2,477

営業外費用

支払利息 1,970 620

手形売却損 1,439 1,887

為替差損 － 811

その他 914 899

営業外費用合計 4,323 4,218

経常利益 56,917 103,301

特別利益

固定資産売却益 314 －

特別利益合計 314 －

特別損失

固定資産除売却損 19 2

投資有価証券評価損 1,732 －

特別損失合計 1,751 2

税金等調整前四半期純利益 55,480 103,299

法人税、住民税及び事業税 21,467 60,766

法人税等調整額 2,345 △13,833

法人税等合計 23,812 46,932

少数株主損益調整前四半期純利益 31,668 56,366

四半期純利益 31,668 56,366
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【四半期連結包括利益計算書】
【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23年３月26日
　至　平成23年９月25日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年３月26日
　至　平成24年９月25日)

少数株主損益調整前四半期純利益 31,668 56,366

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 853 16

繰延ヘッジ損益 △2,648 △5,081

その他の包括利益合計 △1,794 △5,064

四半期包括利益 29,874 51,302

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 29,874 51,302

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年３月26日
　至　平成23年９月25日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年３月26日
　至　平成24年９月25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 55,480 103,299

減価償却費 58,066 49,760

貸倒引当金の増減額（△は減少） △735 △61

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,700 19,663

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,327 △582

受取利息及び受取配当金 △590 △709

支払利息 1,970 620

為替差損益（△は益） △852 △141

有形固定資産除売却損益（△は益） △295 2

投資有価証券評価損益（△は益） 1,732 －

売上債権の増減額（△は増加） 57,423 47,424

たな卸資産の増減額（△は増加） △147,554 97,323

未収入金の増減額（△は増加） 8,337 8,581

その他の資産の増減額（△は増加） △19,991 8,650

仕入債務の増減額（△は減少） 65,392 △44,213

未払金の増減額（△は減少） △5,445 17,753

未払費用の増減額（△は減少） △2,150 3,470

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,124 9,081

小計 87,688 319,920

利息及び配当金の受取額 590 709

利息の支払額 △2,010 △492

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △98,363 26,617

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,093 346,755

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 △40,522 △24,522

有形固定資産の売却による収入 650 －

無形固定資産の取得による支出 － △5,528

投資有価証券の取得による支出 △383 △485

その他 1,309 △3,626

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,946 △34,163

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） 70,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △14,332 △14,332

自己株式の取得による支出 △76 △47

配当金の支払額 △39,138 △39,132

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,453 △153,512

現金及び現金同等物に係る換算差額 852 141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,734 159,221

現金及び現金同等物の期首残高 90,707 68,164

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 56,973

※
 227,385
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　　　該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年３月26日
至　平成24年９月25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、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。

　なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

【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】

　　　該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年３月26日
至　平成24年９月25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）

　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】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　　該当事項はありません。 

 

（四半期連結損益計算書関係）

　※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年３月26日
至  平成23年９月25日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年３月26日
至  平成24年９月25日）

給与 　　　　　　　　　 117,243千円　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

                   113,970千円

支払運賃 　　　　　　　　　  33,454                  　 36,036

賞与引当金繰入額                     23,735                     20,490

福利費及び厚生費                     24,364                     24,014

退職給付引当金繰入額                      8,969                     17,691

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  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は下記のと

おりであります。

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年３月26日
至  平成23年９月25日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年３月26日
至  平成24年９月25日）

現金及び預金勘定 56,973千円 　    227,385千円       

現金及び現金同等物 56,973           227,385           
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年３月26日　至　平成23年９月25日）

１．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23年６月17日

定時株主総会
普通株式 39 2 平成23年３月25日平成23年６月20日利益剰余金

  （2）基準日が当第２四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２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

２．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。　

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年３月26日　至　平成24年９月25日）

１．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24年６月20日

定時株主総会
普通株式 39 2 平成24年３月25日平成24年６月21日利益剰余金

  （2）基準日が当第２四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２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

２．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。　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、繊維事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（金融商品関係）

金融商品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。

　

（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。

　

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、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。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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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。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月26日
至　平成23年９月25日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年３月26日
至　平成24年９月25日）

１株当たり四半期純利益金額 1円62銭 2円88銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 31,668 56,366

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） 31,668 56,366

普通株式の期中平均株式数（株） 19,566,727 19,565,506

　（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）

　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24年11月８日

新内外綿株式会社

取締役会　御中

東陽監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 遠藤　富祥　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 久貝　陽生　　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」に掲げられている新内外綿株式会社

の平成24年３月26日から平成25年３月25日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年６月26日から平成

24年９月25日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年３月26日から平成24年９月25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、四半期連結キャッシュ・フ

ロー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、新内外綿株式会社及び連結子会社の平成24年９月25日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

　

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おりません。
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