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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２四半期
連結累計期間

第160期
第２四半期
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９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年９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) 3,055,259 2,396,263 5,390,535

経常利益 (千円) 83,465 24,868 56,450

四半期(当期)純利益 (千円) 99,518 12,105 49,489

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 93,366 △18,497 80,570

純資産額 (千円) 2,362,005 2,150,008 2,284,465

総資産額 (千円) 5,360,822 4,950,916 5,226,412

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 10.14 1.62 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 (％) 43.0 42.3 42.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 276,431 31,530 318,475

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △55,854 △87,875 △59,383

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △56,352 △147,569 △21,175

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 705,514 575,291 779,206

　

回次
第159期
第２四半期
連結会計期間

第160期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.81 2.09

(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、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)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２四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】

　
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２四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、中国、新興国における経済減

速の鮮明化、円高の長期化等により、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、国内外の事業環境の変化や、生産拠点の海外進出化、さらには企業間競争

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が、事業環境の大きな変化により、当第２四半期連結累計期間の売

上高は、23億96百万円（前年同四半期比21.6％減）、経常利益は24百万円（前年同四半期比70.2％減）、

四半期純利益は12百万円（前年同四半期比87.8％減）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、22億53百万円（前年同四半期比22.2％減）、営業損益

は30百万円の損失（前年同四半期は27百万円の利益）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１億42百万円(前年同四半期比9.8％減)、営業利益は16百万円

（前年同四半期は１百万円の利益）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の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億75百万円減少し、49億50百万円と

なりました。主な要因は、現金及び預金の減少２億３百万円、有形固定資産の減少20百万円によるもので

あります。

負債は、前連結会計年度末に比べ１億41百万円減少し、28億０百万円となりました。主な要因は、支払手

形及び買掛金の増加51百万円、長期借入金の減少64百万円によるものであります。
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純資産は、前連結会計年度末に比べ１億34百万円減少し、21億50百万円となりました。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) 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は、前連結会計年度末に比べ２億３百万円

減少し、５億75百万円となりました。

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）

  当第２四半期連結累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24百万円、仕入債務の増加額51百万円等による増加要因と、退職給付引当金の減少額15百万円、棚

卸資産の増加額23百万円等による減少要因により、31百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は２

億76百万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取

得による支出により87百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は55百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入50

百万円、長期借入金の返済80百万円、自己株式の取得95百万円等により１億47百万円の支出（前第２四

半期連結累計期間は56百万円の支出）となりました。

(4) 研究開発活動

当第２四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12百万円であります。

なお、当第２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２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年11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７月１日～  
平成24年９月30日

― 7,652,289 ― 506,000 ― 130,686
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(6) 【大株主の状況】

　

平成24年９月30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(％)

西川文平 石川県金沢市 2,396 31.32

鳥海節夫 埼玉県越谷市 766 10.01

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１ 342 4.48

株式会社北国クレジット
サービス

石川県金沢市片町２丁目２-15 250 3.27

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

東京都渋谷区恵比寿１丁目28-1 248 3.25

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１-１ 195 2.55

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26-１ 168 2.20

山口喬 東京都千代田区 117 1.53

日本資材株式会社 大阪府大阪市中央区博労町１丁目５-６ 110 1.44

島内一士 兵庫県西宮市 85 1.11

計 ― 4,679 61.15

（注）上記のほか当社所有の自己株式512千株(6.69%)があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24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  512,000

― 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　7,082,000 7,082 同上

単元未満株式 普通株式　　 47,289 ― 単元株式数(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 7,652,289 ― ―

総株主の議決権 ― 7,082 ―

(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４－111 512,000─ 512,000 6.69

(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 0.14

計 ― 523,000─ 523,000 6.83

(注)　当第２四半期連結会計期間末における自己保有株式は512,211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２四半期連結会計期間(平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 922,206 718,291

受取手形及び売掛金 ※1
 1,310,510

※1
 1,314,824

商品及び製品 258,085 247,747

仕掛品 146,806 155,204

原材料及び貯蔵品 208,873 234,699

繰延税金資産 4,632 4,650

その他 54,577 27,199

貸倒引当金 △5,133 △2,071

流動資産合計 2,900,558 2,700,546

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,003,959 986,693

機械装置及び運搬具（純額） 291,682 259,871

その他（純額） 234,886 263,042

有形固定資産合計 1,530,529 1,509,606

無形固定資産 6,845 5,672

投資その他の資産

投資有価証券 684,812 634,558

その他 103,666 104,733

貸倒引当金 － △4,201

投資その他の資産合計 788,479 735,090

固定資産合計 2,325,854 2,250,370

資産合計 5,226,412 4,950,916

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 845,602

※1
 897,158

1年内返済予定の長期借入金 171,240 205,236

未払法人税等 8,768 13,707

賞与引当金 13,551 15,783

その他 449,158 317,889

流動負債合計 1,488,321 1,449,774

固定負債

長期借入金 597,900 533,451

退職給付引当金 550,329 535,115

役員退職慰労引当金 23,624 18,865

負ののれん 8,029 7,570

資産除去債務 92,696 93,313

その他 181,046 162,817

固定負債合計 1,453,626 1,351,133

負債合計 2,941,947 2,800,908
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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２四半期連結会計期間
(平成24年９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 1,397,164

自己株式 △250,053 △73,504

株主資本合計 2,063,630 1,960,346

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 165,118 133,927

その他の包括利益累計額合計 165,118 133,927

少数株主持分 55,715 55,733

純資産合計 2,284,465 2,150,008

負債純資産合計 5,226,412 4,950,916
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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４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 3,055,259 2,396,263

売上原価 2,727,091 2,152,859

売上総利益 328,167 243,403

販売費及び一般管理費 ※1
 293,344

※1
 262,102

営業利益又は営業損失（△） 34,823 △18,699

営業外収益

受取利息 112 85

受取配当金 6,573 6,826

受取賃貸料 45,683 46,156

持分法による投資利益 3,142 －

その他 13,015 13,010

営業外収益合計 68,528 66,079

営業外費用

支払利息 4,250 5,208

賃貸費用 11,874 11,661

持分法による投資損失 － 1,981

その他 3,760 3,660

営業外費用合計 19,885 22,511

経常利益 83,465 24,868

特別利益

受取補償金 350,000 －

固定資産売却益 － 129

特別利益合計 350,000 129

特別損失

固定資産処分損 307 121

事業再編損 324,209 －

特別損失合計 324,516 121

税金等調整前四半期純利益 108,949 24,876

法人税等 8,331 12,179

少数株主損益調整前四半期純利益 100,618 12,696

少数株主利益 1,099 590

四半期純利益 99,518 12,105
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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４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 100,618 12,696

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,251 △31,193

その他の包括利益合計 △7,251 △31,193

四半期包括利益 93,366 △18,497

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 92,269 △19,085

少数株主に係る四半期包括利益 1,096 587
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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４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30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 108,949 24,876

減価償却費 142,465 96,173

受取補償金 △350,000 －

事業再編損失 324,209 －

持分法による投資損益（△は益） △3,142 1,981

有形固定資産処分損益（△は益） 307 △8

その他の償却額 △105 △236

退職給付引当金の増減額（△は減少） △117,643 △15,213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,571 △4,758

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,179 2,232

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,376 1,138

受取利息及び受取配当金 △6,685 △6,912

支払利息 4,250 5,208

売上債権の増減額（△は増加） 111,374 △6,707

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,072 △23,886

仕入債務の増減額（△は減少） △112,338 51,555

その他の資産の増減額（△は増加） △4,198 26,156

その他の負債の増減額（△は減少） △60,498 △49,519

小計 73,392 102,078

利息及び配当金の受取額 6,685 6,912

利息の支払額 △4,814 △5,772

受取補償金の受取額 350,000 －

事業再編による支出 △130,407 △65,273

法人税等の支払額 △18,424 △6,415

営業活動によるキャッシュ・フロー 276,431 31,530

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 △62,469 △89,353

有形固定資産の売却による収入 － 129

従業員に対する貸付金の回収による収入 6,732 897

その他の支出 △117 △100

その他の収入 － 550

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,854 △87,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 300,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △119,220 △80,453

自己株式の取得による支出 △200,090 △95,799

配当金の支払額 △35,315 △19,590

少数株主への配当金の支払額 △570 △570

リース債務の返済による支出 △1,157 △1,157

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,352 △147,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 164,224 △203,914

現金及び現金同等物の期首残高 541,290 779,206

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 705,514

※1
 575,291
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【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４月１日  至  平成24年９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、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。

これにより、当第２四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】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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２四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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

受取手形 29,480千円 34,905千円

支払手形 118,324千円 134,314千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　 ※１  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４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

給与・賞与等 129,143千円 103,880千円

退職給付費用 10,521〃   9,297〃

役員退職慰労引当額 3,571〃 2,129〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

  ※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

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４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

現金及び預金 848,514千円 718,291千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△143,000〃 △143,000〃

現金及び現金同等物 705,514千円 575,291千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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

　

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11月10日
取締役会

普通株式 20,550 2.5平成23年９月30日 平成23年12月5日 利益剰余金

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

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

　

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11月12日
取締役会

普通株式 17,850 2.5平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金

　

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２四半期連結累計

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２四

半期連結累計期間において普通株式512,000株(73,176千円)を取得しました。

なお、当第２四半期連結会計期間末における自己株式の残高は73,504千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２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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 2,897,252158,0063,055,259 ― 3,055,259

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 35,697 35,697 △35,697 ―

計 2,897,252193,7043,090,957△35,697 3,055,259

セグメント利益 27,512 1,361 28,873 5,949 34,823

　

(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２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 2,253,819142,4442,396,263 ― 2,396,263

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 58,033 58,033 △58,033 ―

計 2,253,819200,4782,454,297△58,033 2,396,263

セグメント利益又は損失(△) △30,124 16,036 △14,087 △4,611 △18,699

　

(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２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

 　 １株当たり四半期純利益金額 10円14銭 １円62銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 99,518 12,105

    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) 99,518 12,105

    普通株式の期中平均株式数(千株) 9,819 7,458

(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。

　

２ 【その他】

第160期(平成24年４月１日から平成25年３月31日まで)中間配当について、平成24年11月12日開催の取締

役会において、平成24年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決

議いたしました。

①  配当金の総額                               17,850千円

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24年12月10日
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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12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２四半期連結会計期間(平
成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９
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、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、倉庫精練株式会社及び連結子会社の平成24年
９月30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いません。
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