
平成22年10月13日
各　位

会 社 名： 住 江 織 物 株 式 会 社
代表者名： 取締役社長　 吉川 一三

　　　　（コード番号 3501 東証・大証 各第一部）
問合せ先： 取締役経営統括室長 飯田 均

(TEL　06－6251－6803)

　　　　（訂正・数値データ訂正あり）「平成２３年５月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

　平成２２年１０月７日に公表いたしました「平成２３年５月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部につきまして、
下記の通り訂正いたします。
　なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

【１】　１ページ
1.平成２３年５月期第１四半期の連結業績（平成２２年６月１日～平成２２年８月３１日)
　（1）連結経営成績（累計）

（訂正前） （訂正後）
１株当たり

四半期純利益
１株当たり

四半期純利益
百万円 ％ 円　　銭 百万円 ％ 円　　銭

23年5月期第1四半期 62 ― 0 83 23年5月期第1四半期 75 ― 0 99
22年5月期第1四半期 △ 285 ― △3 78 22年5月期第1四半期 △ 285 ― △3 78

【２】　添付資料２ページ
1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報
（1）連結経営成績に関する定性的情報

（訂正前）

（訂正後）

【３】　添付資料７ページ
3.四半期連結財務諸表　
(2）四半期連結損益計算書

（訂正前） （訂正後）
（単位：百万円） （単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
（自　平成２２年６月1日 （自　平成２２年６月1日
至　平成２２年８月31日)  至　平成２２年８月31日)

〔省略〕 〔省略〕

税金等調整前四半期純利益 141 税金等調整前四半期純利益 141

法人税、住民税及び事業税 23 法人税、住民税及び事業税 23

法人税等調整額 28 法人税等調整額 15

法人税等合計 52 法人税等合計 39

少数株主損益調整前四半期純利益 89 少数株主損益調整前四半期純利益 102

少数株主利益 27 少数株主利益 27

四半期純利益 62 四半期純利益 75

　以 　上

四半期純利益

　〔省略〕　当第１四半期連結累計期間における連結業績は、売上高172億27百万円（前年同期比　11.8％増）、営業利益48
百万円（前年同期　営業損失1億82百万円）、経常利益2億12百万円（前年同期　経常損失1億96百万円）、四半期純利益62
百万円（前年同期　四半期純損失2億85百万円）となりました。

　〔省略〕　当第１四半期連結累計期間における連結業績は、売上高172億27百万円（前年同期比　11.8％増）、営業利益48
百万円（前年同期　営業損失1億82百万円）、経常利益2億12百万円（前年同期　経常損失1億96百万円）、四半期純利益75
百万円（前年同期　四半期純損失2億85百万円）となりました。

四半期純利益
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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年5月期第1四半期 17,227 11.8 48 ― 212 ― 75 ―
22年5月期第1四半期 15,403 △18.6 △182 ― △196 ― △285 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年5月期第1四半期 0.99 ―
22年5月期第1四半期 △3.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年5月期第1四半期 72,658 27,420 34.5 331.34
22年5月期 74,383 28,249 34.8 342.50

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  25,040百万円 22年5月期  25,884百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年5月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
23年5月期 ―
23年5月期 

（予想）
2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
(累計)

37,000 8.2 800 4.0 940 26.0 510 57.9 6.75

通期 74,000 5.7 1,850 2.4 2,150 △1.9 1,350 △4.4 17.86
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後の
様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「2. その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期1Q 76,821,626株 22年5月期  76,821,626株
② 期末自己株式数 23年5月期1Q  1,250,140株 22年5月期  1,247,054株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 75,572,787株 22年5月期1Q  75,582,790株
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,760 8,284

受取手形及び売掛金 17,914 18,676

有価証券 874 774

商品及び製品 7,572 7,145

仕掛品 1,685 1,654

原材料及び貯蔵品 1,335 1,271

その他 3,605 3,078

貸倒引当金 △38 △58

流動資産合計 39,709 40,827

固定資産

有形固定資産

土地 18,268 18,273

その他（純額） 6,722 6,959

有形固定資産合計 24,991 25,233

無形固定資産 346 357

投資その他の資産

その他 7,865 8,220

貸倒引当金 △254 △254

投資その他の資産合計 7,611 7,965

固定資産合計 32,949 33,556

資産合計 72,658 74,383
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,293 15,334

短期借入金 10,112 10,196

1年内償還予定の社債 500 1,300

未払法人税等 55 428

その他 3,254 3,093

流動負債合計 29,215 30,352

固定負債

長期借入金 5,232 5,157

退職給付引当金 3,477 3,417

役員退職慰労引当金 272 277

負ののれん 377 399

その他 6,663 6,529

固定負債合計 16,022 15,781

負債合計 45,238 46,134

純資産の部

株主資本

資本金 9,554 9,554

資本剰余金 2,652 2,652

利益剰余金 6,500 6,614

自己株式 △326 △325

株主資本合計 18,380 18,495

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △20 496

繰延ヘッジ損益 △62 △19

土地再評価差額金 7,184 7,184

為替換算調整勘定 △442 △272

評価・換算差額等合計 6,659 7,388

少数株主持分 2,380 2,365

純資産合計 27,420 28,249

負債純資産合計 72,658 74,383
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 15,403 17,227

売上原価 12,106 13,359

売上総利益 3,296 3,868

販売費及び一般管理費 3,479 3,819

営業利益又は営業損失（△） △182 48

営業外収益

受取利息 3 5

受取配当金 50 49

負ののれん償却額 － 22

持分法による投資利益 － 26

不動産賃貸料 54 60

その他 77 114

営業外収益合計 186 278

営業外費用

支払利息 63 58

持分法による投資損失 55 －

不動産賃貸費用 20 15

その他 59 40

営業外費用合計 199 114

経常利益又は経常損失（△） △196 212

特別利益

貸倒引当金戻入額 2 28

投資有価証券売却益 － 3

特別利益合計 2 31

特別損失

固定資産除売却損 0 4

投資有価証券評価損 2 22

特別退職金 112 －

環境対策費 － 40

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34

特別損失合計 115 102

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△309 141

法人税、住民税及び事業税 43 23

法人税等調整額 △88 15

法人税等合計 △44 39

少数株主損益調整前四半期純利益 － 102

少数株主利益 21 27

四半期純利益又は四半期純損失（△） △285 75
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△309 141

減価償却費 247 276

負ののれん償却額 － △22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △54 △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 △19

受取利息及び受取配当金 △54 △55

支払利息 63 58

持分法による投資損益（△は益） 55 △26

固定資産除売却損益（△は益） 0 4

投資有価証券評価損益（△は益） 2 22

特別退職金 112 －

売上債権の増減額（△は増加） 75 684

たな卸資産の増減額（△は増加） △89 △604

仕入債務の増減額（△は減少） △1,214 9

その他 △589 △336

小計 △1,695 188

利息及び配当金の受取額 54 54

利息の支払額 △32 △43

法人税等の支払額 △104 △396

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,778 △197

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △100 △100

定期預金の払戻による収入 100 100

有価証券の取得による支出 △3,699 △6,327

有価証券の売却及び償還による収入 3,700 6,343

有形固定資産の取得による支出 △87 △53

有形固定資産の売却による収入 37 7

投資有価証券の取得による支出 △249 △103

投資有価証券の売却及び償還による収入 257 3

その他 △6 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △48 △134

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） △147 △239

長期借入れによる収入 1,000 700

長期借入金の返済による支出 △323 △414

社債の償還による支出 △100 △800

配当金の支払額 △1 △169

その他 △12 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー 414 △1,034

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,415 △1,423

現金及び現金同等物の期首残高 6,529 8,564

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,113 7,140
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