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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１四半期連結累計(会計)期間
第89期

会計期間
自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日

自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

売上高 (百万円) 16,030 87,629

経常損失 (百万円) 672 1,296

四半期（当期）純損失 (百万円) 1,183 6,623

純資産額 (百万円) 30,827 32,333

総資産額 (百万円) 88,681 95,962

１株当たり純資産額 (円) 503.04 527.48

１株当たり四半期
（当期）純損失金額

(円) 19.30 108.01

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 (％) 34.8 33.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 3,226 6,993

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 1,106 △ 5,301

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,084 △ 922

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 10,204 11,413

従業員数 (人) 1,830 1,886

(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．第90期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当た

り四半期純損失であり、また、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

４．第89期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、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、その他の事業部門において㈱オークラプレカットシステムが新たに主要な関係会社となりました。これに伴い、当

社の関係会社は子会社が１社増加し、子会社16社及び関連会社３社となりました。

　

EDINET提出書類

大倉工業株式会社(E00834)

四半期報告書

 2/22



３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに主要な関係会社となりました。

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所
有割合(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　

当社が土地及び建物を賃貸しており
ます。
役員の兼任１名 (うち当社社員１名)

㈱オークラプレカット
システム

香川県丸亀市 100その他の事業 100.0

(注)　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況
　 平成21年３月31日現在

従業員数(人) 1,830 ［574］

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。

２．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除いております。

３．臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況
　 平成21年３月31日現在

従業員数(人) 1,069 ［107］

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。

２．従業員数は、当社から他社への出向者を除いております。

３．臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

合成樹脂事業

　合成樹脂製品 10,185

新規材料事業

  光学機能性フィルム等 2,177

建材事業

  加工合板

  パーティクルボード

  加工ボード

527

796

482

合計 14,169

(注) １．金額は、販売価格によっております。
２．パーティクルボードには加工ボード用台板の生産高が332百万円含まれております。

　

(2) 受注状況

当社グループはその他の事業のうち、宅地造成及び建物建築事業において一部受注生産を行っており、その受注状

況は次のとおりであります。

  その他の製品については見込生産を主として行っているので特記すべき受注生産はありません。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

その他の事業 161 419

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

合成樹脂事業

  合成樹脂製品 10,734

新規材料事業

  光学機能性フィルム等 2,488

建材事業

  加工合板

  パーティクルボード

  加工ボード

  その他建築資材

  小計

645

356

419

443

1,864

その他の事業 942

合計 16,030

(注) １．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 割合(％)

住友化学株式会社 1,888 11.8

２．上記金額には、消費税等を含んでおりません。
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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はありません。 

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出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) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機の拡大により、企業収益の大幅な減少や設

備投資の抑制、雇用情勢の悪化に伴う個人消費の低迷等を受けて、極めて厳しい状況で推移しました。

　このような状況の下、当社グループでは、原材料価格は低下傾向で推移したものの、製品の先安感が増したことによ

る買い控えや自動車・電子材料を始めとする各産業界における需要の急激な減少、住宅着工戸数の落ち込み等の影響

を受けました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は160億３千万円となり前年同期と比べて29.4％減少しました。営業

損失は６億４千４百万円となり、前年同期と比べて４億８百万円増加しました。経常損失は６億７千２百万円となり、

前年同期と比べて３億４千４百万円増加し、第１四半期純損失は11億８千３百万円となりました。

　

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

〔合成樹脂事業部門〕

　原材料価格が低下傾向で推移する状況の下、販売数量と製品価格の維持に努めましたが、産業資材フィルムを中心に

販売数量が大幅に減少したため、売上高は、107億３千４百万円となり前年同期と比べて23.7％減少しました。

　一方、営業利益は、原料価格の大幅ダウンにより、一定の成果を上げることができたため、６億３千８百万円となり、

前年同期と比べて４億８千５百万円増加しました。

〔新規材料事業部門〕

　電子材料や自動車等の市場環境が悪化する状況の下、更なるコストダウンと販売数量の維持に取り組みましたが、売

上高及び利益面で、苦戦しました。

　この結果、売上高は24億８千８百万円となり、前年同期と比べて48.0％減少し、営業損失は１億８千１百万円(前年同

期は１億２千４百万円の営業利益)となりました。

〔建材事業部門〕

　景気の先行き不透明感などを背景に住宅着工戸数が前年を大幅に下回る水準で推移する状況の下、新設備による

パーティクルボードの安定した生産体制の確立と拡販に注力しましたが、売上高及び利益面で、厳しい状況が続きま

した。

　この結果、売上高は18億６千４百万円となり、前年同期と比べて36.8％減少し、営業損失は７億４千９百万円となり、

前年同期と比べて６億２千９百万円増加しました。

〔その他の事業部門〕

　当事業部門の売上高は９億４千２百万円となり、前年同期と比べて5.2％増加し、営業利益は１百万円となり、前年同

期と比べて７千３百万円減少しました。

　所在地別セグメントの業績は、在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

(注) 上記金額には、消費税等を含んでおりません。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ72億８千万円減少し886億８千１百万円となり

ました。その主な内訳は、受取手形及び売掛金など流動資産の減少64億６千万円及び投資その他の資産など固定資産

の減少８億１千９百万円によるものであります。

　一方、負債につきましては、支払手形及び買掛金など流動負債の減少47億４百万円、長期借入金など固定負債の減少

10億７千万円により、前連結会計年度末に比べ57億７千５百万円減少し578億５千３百万円となりました。

　また、純資産は、利益剰余金の減少11億８千３百万円などにより、前連結会計年度末に比べ15億５百万円減少し、308

億２千７百万円となりました。

　以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて1.1ポイント上昇し、34.8％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度

末に比べ12億８百円減少(10.6％減)し、当第１四半期連結会計期間末には102億４百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動により減少した資金は32億２千６百万円となりました。

　主な内容は売上債権の減少額36億８千６百万円、減価償却費13億２千８百万円、たな卸資産の減少額10億５千９百万

円による資金の増加と、仕入債務の減少額78億３千３百万円、税金等調整前四半期純損失10億３百万円による資金の

減少であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果減少した資金は、11億６百万円となりました。

　これは主に新規材料事業の光学フィルムの生産設備などの有形固定資産の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果増加した資金は、30億８千４百万円となりました。

　これは、主に短期借入金の純増33億７千５百万円によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。また、

新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は２億８千６百万円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において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 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４ 【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 140,108,000

計 140,108,000

　

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21年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年５月15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 62,074,35162,074,351
東京証券取引所 
(市場第一部)

単元株式数は1,000株で
あります。

計 62,074,35162,074,351― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

     該当事項はありません。

　

(4) 【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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年１月１日～
平成21年３月31日

― 62,074 ― 8,619 ― 9,068

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができませんの

で、直前の基準日である平成20年12月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】
　 　 　 平成21年３月31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        776,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 　　60,382,000 60,382 ―

単元未満株式 普通株式　　　　916,351 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 62,074,351 ― ―

総株主の議決権 ― 60,382 ―

(注) 単元未満株式数には、当社保有の自己株式795株が含まれております。　

　

② 【自己株式等】
　 　 平成21年３月31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(％)

　大倉工業株式会社
香川県丸亀市中津町

1515番地
776,000 ― 776,000 1.25

計 ― 776,000 ― 776,000 1.25

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年１月 ２月 ３月

最高(円) 219 205 248

最低(円) 187 170 182

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、当第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５

号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則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、当第１四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成

21年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,214 11,423

受取手形及び売掛金 15,627 19,353

商品及び製品 5,099 5,606

仕掛品 756 632

原材料及び貯蔵品 3,666 4,266

販売用不動産 151 227

繰延税金資産 43 48

その他 2,090 2,557

貸倒引当金 △151 △157

流動資産合計 37,498 43,959

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 19,176 19,359

機械装置及び運搬具（純額） 13,681 13,537

土地 7,635 7,635

建設仮勘定 3,191 3,479

その他（純額） 443 451

有形固定資産合計 ※１
 44,128

※１
 44,463

無形固定資産 277 278

投資その他の資産

投資有価証券 5,678 6,215

繰延税金資産 137 146

その他 1,095 991

貸倒引当金 △134 △92

投資その他の資産合計 6,777 7,261

固定資産合計 51,183 52,003

資産合計 88,681 95,962

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,806 21,640

短期借入金 ※３
 17,110

※３
 13,735

1年内返済予定の長期借入金 836 336

リース債務 540 555

未払法人税等 174 501

賞与引当金 310 －

設備関係支払手形 2,303 2,511

その他 5,341 5,847

流動負債合計 40,423 45,128
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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20年12月31日)

固定負債

長期借入金 ※３
 11,748

※３
 12,386

リース債務 2,367 2,503

繰延税金負債 601 817

退職給付引当金 2,141 2,192

役員退職慰労引当金 182 176

その他 387 423

固定負債合計 17,429 18,500

負債合計 57,853 63,629

純資産の部

株主資本

資本金 8,619 8,619

資本剰余金 9,068 9,068

利益剰余金 13,060 14,243

自己株式 △396 △393

株主資本合計 30,352 31,538

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 476 795

繰延ヘッジ損益 △0 △0

評価・換算差額等合計 475 794

純資産合計 30,827 32,333

負債純資産合計 88,681 95,962
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年３月31日)

売上高 16,030

売上原価 14,629

売上総利益 1,400

販売費及び一般管理費

販売手数料 7

運送費及び保管費 517

給料 516

賞与引当金繰入額 62

役員報酬 52

退職給付費用 36

役員退職慰労引当金繰入額 6

減価償却費 34

研究開発費 286

貸倒引当金繰入額 35

その他 490

販売費及び一般管理費合計 2,045

営業損失（△） △644

営業外収益

受取利息 7

受取配当金 3

受取ロイヤリティー 26

為替差益 42

雑収入 89

営業外収益合計 169

営業外費用

支払利息 157

債権売却損 19

雑損失 20

営業外費用合計 197

経常損失（△） △672

特別利益

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失

たな卸資産評価損 286

固定資産売却損 16

投資有価証券評価損 2

特別退職金 25

特別損失合計 331

税金等調整前四半期純損失（△） △1,003

法人税、住民税及び事業税 166

法人税等調整額 13

法人税等合計 180

四半期純損失（△） △1,183

EDINET提出書類

大倉工業株式会社(E00834)

四半期報告書

13/22



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年３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損失（△） △1,003

減価償却費 1,328

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 310

受取利息及び受取配当金 △11

支払利息 157

為替差損益（△は益） △53

投資有価証券評価損益（△は益） 2

固定資産除売却損益（△は益） 16

売上債権の増減額（△は増加） 3,686

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,059

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10

仕入債務の増減額（△は減少） △7,833

未払消費税等の増減額（△は減少） 45

その他の流動負債の増減額（△は減少） △618

その他 361

小計 △2,573

利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △191

法人税等の支払額 △472

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,226

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 △1,110

有形固定資産の売却による収入 60

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 0

貸付けによる支出 △46

貸付金の回収による収入 6

その他 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,106

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） 3,375

長期借入金の返済による支出 △137

リース債務の返済による支出 △150

自己株式の取得による支出 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,084

現金及び現金同等物に係る換算差額 39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,208

現金及び現金同等物の期首残高 11,413

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 10,204
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【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】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

　　(1) 連結の範囲の変更

　第１四半期連結会計期間より、新たに株式会社オークラプレカットシステムを設立したため、連結の範囲に

含めております。

　　(2) 変更後の連結子会社の数

13社

 

２　会計処理基準に関する事項の変更

　　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日公表分）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業損失及び経常損失が115百万円、税金等調整前四半

期純損失が401百万円それぞれ増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 

　　(2) リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会

第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第16号(平成6年１月18日(日本公認会計士協会会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日

以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用されたことに伴い、当第1四半期連結会計期間

からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。

　なお、この変更が損益に与える影響はありません。

 

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

 

２　固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却については、連結会計年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定しております。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

該当事項はありません。

 

　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

１　有形固定資産の耐用年数の変更

当社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期間よ

り、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。

　この変更により、当第１四半期連結会計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ41

百万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 

２　賞与引当金

当第１四半期連結会計期間においては、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当第１四半期連結会

計期間に属する額を賞与引当金として計上しております。

　なお、前連結会計年度においては、前連結会計年度に属する従業員への賞与支払額は確定しており、かつその全額

を前連結会計年度末までに支給しているため賞与引当金は計上しておりません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                                   67,871 百万円

 

　２　保証債務

銀行借入に対する保証債務

中讃ケーブルビジョン㈱ 412 百万円

無錫大倉環宇包装材料有限公司 73 　〃

計 486 　〃

 

※３　財務制限条項等

当社は、効率的な資金調達のために取引金融機関９社

とコミットメントライン契約及び取引金融機関13社と

タームローン契約（分割実行可能期間付金銭消費貸借

契約）を締結しております。それぞれの契約に基づく、

当四半期連結会計期間末における借入未実行残高は次

のとおりであります。

コミットメントライン契約の総額 10,000 百万円

借入実行残高 10,000 　〃

差引 ― 　〃

 

タームローン契約の総額 10,000 百万円

借入実行残高 10,000 　〃

差引 ― 　〃

 

また、上記それぞれの契約には下記の財務制限条項が

付されております。なお、当該条項に抵触した場合には、

多数貸付人の請求により、契約上のすべての債務につい

て期限の利益を喪失する可能性があります。

　① 各年度の末日（中間決算除く）において単体の貸

借対照表における純資産の部の合計金額を前期の純資

産の部の75％かつ307億円以上に維持すること。

　② 各年度の末日（中間決算除く）において連結の貸

借対照表における純資産の部の合計金額を前期の純資

産の部の75％かつ315億円以上に維持すること。

　③ 各決算期（中間決算除く）における連結の損益計

算書に示される営業損益が２期連続して損失としない

こと。

　④ 平成20年12月期以降到来する各決算期（中間決算

除く）における単体の損益計算書に示される営業損益

が２期連続して損失としないこと。

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

      　　　　　　　　　　　　　　 66,818 百万円

 

  ２　保証債務 

銀行借入に対する保証債務

中讃ケーブルビジョン㈱ 464 百万円

計 464 　〃

 

 

※３　財務制限条項等

当社は、効率的な資金調達のために取引金融機関９社

とコミットメントライン契約及び取引金融機関13社と

タームローン契約（分割実行可能期間付金銭消費貸借

契約）を締結しております。それぞれの契約に基づく、

当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとお

りであります。

コミットメントライン契約の総額 10,000 百万円

借入実行残高 10,000 　〃

差引 ― 　〃

 

タームローン契約の総額 10,000 百万円

借入実行残高 10,000 　〃

差引 ― 　〃

 

また、上記それぞれの契約には下記の財務制限条項が

付されております。なお、当該条項に抵触した場合には、

多数貸付人の請求により、契約上のすべての債務につい

て期限の利益を喪失する可能性があります。

　① 各年度の末日（中間決算除く）において単体の貸

借対照表における純資産の部の合計金額を前期の純資

産の部の75％かつ307億円以上に維持すること。

　② 各年度の末日（中間決算除く）において連結の貸

借対照表における純資産の部の合計金額を前期の純資

産の部の75％かつ315億円以上に維持すること。

　③ 各決算期（中間決算除く）における連結の損益計

算書に示される営業損益が２期連続して損失としない

こと。

　④ 平成20年12月期以降到来する各決算期（中間決算

除く）における単体の損益計算書に示される営業損益

が２期連続して損失としないこと。
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(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
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年３月31日)

※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
 

現金及び預金 10,214 百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △ 10 　〃

現金及び現金同等物  10,204 　〃
 

　

(株主資本等関係)

　当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

　１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 62,074,351

　

　２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 791,022

　

　３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

　４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　　　　該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当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。

　

　５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

保有している有価証券に会社の事業の運営において、重要なものはなく、かつ、当第１四半期会計期間末において、

有価証券の貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比べて著しい変動はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループのデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

　
合成樹脂
事業
(百万円)

新規材料
事業
(百万円)

建材事業

(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1)外部顧客に対する
　　 売上高

10,734 2,488 1,864 942 16,030 ― 16,030

　(2)セグメント間の内部
　　 売上高又は振替高 

1 0 45 117 164 (164) ―

計 10,736 2,488 1,910 1,059 16,195 (164) 16,030

営業利益又は
営業損失(△)

638 △ 181 △ 749 1 △ 290 (354) △ 644

(注) １．事業区分は、製品の種類、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な製品及び事業内容は次のとおりであります。

(1) 合成樹脂事業　　ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム等 

(2) 新規材料事業　　光学機能性フィルム等

(3) 建材事業　　　　加工合板、パーティクルボード、加工ボード、住設機器等

(4) その他の事業　　ホテル事業、宅地造成及び建物建築事業、情報処理システム開発事業及び不動産賃貸

　　　　　　　　　　事業等

３．会計処理方法の変更

(棚卸資産の評価に関する会計基準)

　「四半期連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用してお

ります。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利益が合成樹脂事業で58百万円減少、その他の事

業で15百万円増加し、営業損失が新規材料事業で20百万円、建材事業で51百万円それぞれ増加しております。

４．追加情報

(有形固定資産の耐用年数の変更)

　当社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期間

より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利益が合成樹脂事業で１百万円、その他の事業で

１百万円それぞれ減少し、営業損失が建材事業で38百万円増加しております。　　　　　　　　　　　　

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

    在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

    海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

　 　

　 503.04 円
　

　 　

　 527.48 円
　

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 30,827 32,333

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) ― ―

普通株主に係る四半期末(期末)の純資産額(百万円) 30,827 32,333

普通株式の発行済株式数(千株) 62,074 62,074

普通株式の自己株式数(千株) 791 776

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末(期
末)の普通株式の数(千株)

61,283 61,297

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

１株当たり四半期純損失金額 19.30 円
　

(注) １．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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年３月31日)

四半期純損失金額(百万円) 1,183

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純損失金額(百万円) 1,183

普通株式の期中平均株式数(千株) 61,292

　

(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21年５月７日

大倉工業株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　北　　田　　　　隆　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　高　　田　　　　武　　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」に掲げられている大倉

工業株式会社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平

成21年１月１日から平成21年３月31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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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、大倉工業株式会社及び連結子会社の平成２１

年３月３１日現在の財政状態、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。

　

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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