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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91期

第３四半期
連結累計期間

第92期
第３四半期
連結累計期間

第91期

会計期間
自平成24年３月26日
至平成24年12月25日

自平成25年３月26日
至平成25年12月25日

自平成24年３月26日
至平成25年３月25日

売上高（千円） 3,573,436 4,084,436 4,758,691

経常利益（千円） 140,781 135,390 182,490

四半期（当期）純利益（千円） 75,288 79,666 93,286

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
74,053 90,078 93,195

純資産額（千円） 2,501,415 2,572,333 2,521,533

総資産額（千円） 4,199,895 4,484,057 4,325,073

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
3.85 4.07 4.77

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（％） 59.6 57.4 58.3

　

回次
第91期

第３四半期
連結会計期間

第92期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成24年９月26日
至平成24年12月25日

自平成25年９月26日
至平成25年12月25日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
0.97 0.43

　（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。

　

２【事業の内容】

　当第３四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３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクスによる経済政策の効果もあり、回復軌道に乗

りつつあることは各種の指標からも伺えるところであります。今後の日本経済の当面の最大の課題は、消費税引

き上げ前後における景気への影響がどのような形になるかということにつきると思われます。

　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により、新たな販路開拓に努めました結果、当第３四半期連結累計期間につきま

しては、同部門の売上高は21億55百万円となり、前年同期比70百万円（3.4％）の増収となりました。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、各分野への取り組みを進めました結

果、当第３四半期連結会計期間においては若干苦戦しましたものの第２四半期連結累計期間までの好調の蓄えも

あり、同部門の売上高は19億28百万円となり、前年同期比４億40百万円（29.6％）の増収となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は40億84百万円（前年同期比５億11百万円の増加）となる

も、利益面におきましては、円安による輸入原料高の影響もあり、営業利益は１億32百万円（同７百万円の減

少）、経常利益は１億35百万円（同５百万円の減少）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53百万円を計上しました結果、四半期純利益は79百万円となり、前年同期比４百万円の増益となりまし

た。

　また、財務面におきましては、資金需要の集中もあり、有利子負債は２億円となり、前連結会計年度末比で１

億55百万円の増加となりました。

　　

 (2）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末比１億58百万円増の44億84百万円とな

りました。これは主として売上債権の減少とたな卸資産の増加等によるものです。負債につきましては、前連結

会計年度末比１億８百万円増の19億11百万円となりました。これは主として未払法人税等の減少と短期借入金の

増加等によるものです。純資産につきましては、前連結会計年度末比50百万円増の25億72百万円となりました。

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57.4％となりました。

　

　 (3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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。

　

　 (4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は32百万円であります。

なお、当第３四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。　

　

EDINET提出書類

新内外綿株式会社(E00536)

四半期報告書

 3/15



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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年12月25日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年２月６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
東京証券取引所

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25年９月26日～

 平成25年12月25日
－ 19,598 － 731,404 － －

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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25年９月25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25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 　　 34,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  19,492,000 19,492 －

単元未満株式 普通株式 　　 72,000 －
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 － 19,492 －

　（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25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　
34,000 － 34,000 0.17

計 － 34,000 － 34,000 0.17

　　

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３四半期連結会計期間（平成25年９月26日から平

成25年12月25日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年３月26日から平成25年12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25年３月25日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月25日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 72,013 65,937

受取手形及び売掛金 1,219,561 1,174,162

電子記録債権 143,581 101,924

商品及び製品 465,423 603,787

仕掛品 45,020 43,259

原材料及び貯蔵品 118,070 238,031

繰延税金資産 31,790 8,214

その他 36,342 76,466

貸倒引当金 △546 △514

流動資産合計 2,131,259 2,311,269

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,811,776 1,809,553

減価償却累計額 △1,556,362 △1,566,905

建物及び構築物（純額） 255,414 242,648

機械装置及び運搬具 2,003,741 2,008,738

減価償却累計額 △1,911,885 △1,934,670

機械装置及び運搬具（純額） 91,856 74,068

土地 1,702,657 1,702,657

その他 157,981 165,176

減価償却累計額 △143,042 △143,528

その他（純額） 14,938 21,647

有形固定資産合計 2,064,866 2,041,021

無形固定資産 12,410 14,144

投資その他の資産

投資有価証券 8,321 9,461

繰延税金資産 84,610 84,840

その他 26,805 26,520

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 116,537 117,621

固定資産合計 2,193,814 2,172,787

資産合計 4,325,073 4,484,057
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月25日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月25日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 646,126 693,554

短期借入金 44,174 200,000

未払法人税等 67,739 6,600

賞与引当金 39,529 10,864

繰延税金負債 － 883

その他 158,313 150,413

流動負債合計 955,883 1,062,316

固定負債

退職給付引当金 236,453 238,205

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 847,656 849,408

負債合計 1,803,540 1,911,724

純資産の部

株主資本

資本金 731,404 731,404

利益剰余金 688,527 729,063

自己株式 △3,136 △3,284

株主資本合計 1,416,795 1,457,183

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,475 1,744

繰延ヘッジ損益 3,365 13,508

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 1,104,738 1,115,149

純資産合計 2,521,533 2,572,333

負債純資産合計 4,325,073 4,484,057
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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24年３月26日
　至　平成24年12月25日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月26日
　至　平成25年12月25日)

売上高 3,573,436 4,084,436

売上原価 2,904,053 3,417,099

売上総利益 669,383 667,336

販売費及び一般管理費 529,438 534,857

営業利益 139,944 132,479

営業外収益

受取利息 645 751

受取配当金 187 273

為替差益 1,862 －

受取手数料 1,301 3,380

その他 1,034 2,027

営業外収益合計 5,030 6,432

営業外費用

支払利息 762 1,029

手形売却損 2,472 1,865

為替差損 － 223

その他 960 401

営業外費用合計 4,194 3,520

経常利益 140,781 135,390

特別利益

固定資産売却益 270 －

特別利益合計 270 －

特別損失

固定資産除売却損 2,072 2,121

特別損失合計 2,072 2,121

税金等調整前四半期純利益 138,979 133,269

法人税、住民税及び事業税 63,236 35,670

法人税等調整額 454 17,932

法人税等合計 63,690 53,602

少数株主損益調整前四半期純利益 75,288 79,666

四半期純利益 75,288 79,666

EDINET提出書類

新内外綿株式会社(E00536)

四半期報告書

 9/15



【四半期連結包括利益計算書】
【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24年３月26日
　至　平成24年12月25日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月26日
　至　平成25年12月25日)

少数株主損益調整前四半期純利益 75,288 79,666

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,248 268

繰延ヘッジ損益 △2,484 10,142

その他の包括利益合計 △1,235 10,411

四半期包括利益 74,053 90,078

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 74,053 90,078

少数株主に係る四半期包括利益 － －

EDINET提出書類

新内外綿株式会社(E00536)

四半期報告書

10/15



【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】

　該当事項はありません。

 

【会計上の見積りの変更】

　該当事項はありません。

 

【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】

　　　該当事項はありません。

　

【追加情報】

　該当事項はありません。

 

【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）

　　　　該当事項はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四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３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

  
前第３四半期連結累計期間
（自  平成24年３月26日
至  平成24年12月25日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成25年３月26日
至  平成25年12月25日）

減価償却費 76,064千円 54,431千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年３月26日　至　平成24年12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
（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20日

定時株主総会
普通株式 39,132 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３四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。

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３四半期連結累計期間（自　平成25年３月26日　至　平成25年12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
（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25年６月20日

定時株主総会
普通株式 39,130 2 平成25年３月25日 平成25年６月21日 利益剰余金
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（2）基準日が当第３四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。

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。

　

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

 

（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３四半期連結累計期間
（自　平成24年３月26日
至　平成24年12月25日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年３月26日
至　平成25年12月25日）

１株当たり四半期純利益金額 3円85銭 4円7銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 75,288 79,666

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） 75,288 79,666

普通株式の期中平均株式数（株） 19,565,476 19,564,339

　（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）

（株式取得による会社の買収）

　当社は、平成26年１月28日開催の取締役会において、J.P.BOSCO CO.,LTD.の株式を取得し、子会社化すること

について決議し、平成26年１月30日に本件譲渡に関する一連の手続を完了いたしました。

　

１．株式取得の目的

　当社は海外での事業展開を重要な成長戦略と位置づけております。この事業戦略の中でかねてよりチャイ

ナ・プラスワンとしてタイでの生産機能を拡大し、日本向け製品供給を強化すると共に欧米を含む海外への販

売を画策することで、当社の繊維事業のグローバル化への積極的な対応を図って参りました。

　このような取組の中で、当社はタイにおいて繊維製品の卸売を行っているJ.P.BOSCO社の株式の99％を取得す

ることといたしました。当社との相乗効果が期待され、当社が得意とするテンセル糸や杢糸を使用した製品の

安定的な供給と海外市場への販売展開を見込んでおります。

　今後も更なる業容拡大と企業価値の向上を目指し、グローバルな事業を展開してまいります。

　

２．株式取得の相手先の名称

　　中野　勝仁

　

３．買収する会社の名称、事業内容、規模

　（1）被取得企業の名称　　　　　　　J.P.BOSCO CO.,LTD.

　（2）主な事業内容　　　　　　　　　繊維製品の卸売

　（3）資本金の額（平成24年12月期）　100,000千バーツ

　

４．株式取得の時期

　　平成26年１月30日

　

５．取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

　（1）取得株式数　　　　99,000株
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　（2）取得価額　　　　　370百万円（概算）

　（3）取得後の持分比率　99.0％

　

６．取得資金の調達方法

　　金融機関からの借入金及び自己資金　

 

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。

EDINET提出書類

新内外綿株式会社(E00536)

四半期報告書

14/15



 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成26年２月６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 橋田　光正　　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25年３月26日から平成26年３月25日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年９月26日から平成

25年12月25日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年３月26日から平成25年12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25年12月25日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四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26年１月28日開催の取締役会において、J.P.BOSCO CO.,LTD.の株

式を取得し、子会社化することについて決議し、平成26年１月30日に本件譲渡に関する一連の手続を完了した。

　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おりません。
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