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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30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 ％

22年12月期第3四半期 58,706 9.5 1,233 132.7 933 196.3 1,222 ―

21年12月期第3四半期 53,627 △18.9 530 ― 315 ― △838 ―

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

22年12月期第3四半期 19.96 ―

21年12月期第3四半期 △13.68 ―

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

22年12月期第3四半期 85,804 31,245 36.4 510.24
21年12月期 88,327 30,305 34.3 494.69

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  31,245百万円 21年12月期  30,305百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 80,000 9.2 1,250 16.4 850 14.8 550 ― 8.98



(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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であり、潜在的なリスクや不確定要素を含んだもの
です。そのため、実際の業績はさまざまな重要な要素により、記載された見通しと大きくかけ離れた結果となりうることをご承知おきください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 62,074,351株 21年12月期  62,074,351株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  837,134株 21年12月期  811,550株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 61,248,565株 21年12月期3Q 61,280,381株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ……………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………… 3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………… 3 

2. その他の情報 ………………………………………………………………………………… 4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ……………………………………………………………… 4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 …………………………………………… 4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 …………………………………… 4 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………… 4 

3. 四半期連結財務諸表 ………………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………… 5 

(2) 四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………… 7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………… 9 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………10 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………………10 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………11 

○添付資料の目次

1

大倉工業株式会社（4221） 平成22年12月期第３四半期決算短信



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、エコカー減税やエコポイント制度等の経済対策効果と東南ア

ジアの各国に代表される外需に牽引される形で、緩やかに回復してまいりました。しかしながら、急激な円高やデ

フレ状態の継続、更には海外経済の減速懸念等の影響もあり、景気回復の先行きには不透明感が高まってきており

ます。 

 このような状況の下、当社グループでは、細やかな拡販努力を重ねるとともに、前連結会計年度に引き続き生産

効率の改善と固定費の削減に努めました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は587億６百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益は12億３千３

百万円（前年同期比132.7％増）、経常利益は９億３千３百万円（前年同期比196.3％増）となりました。四半期純

利益は第１四半期連結会計期間より連結納税制度を導入したことによる法人税等の減少や今後１年分の税金負担軽

減見込額を繰延税金資産として計上したことによる法人税等調整額のマイナス計上等の影響により12億２千２百万

円（前年同期は四半期純損失８億３千８百万円）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〕 

 新規顧客の獲得、更には景気の回復にも支えられ、産業資材用フィルムを中心に全ての製品グループで、販売数

量が増加し、売上高は361億７千６百万円（前年同四半期比7.1％増）となりました。しかしながら、原材料価格上

昇の影響により営業利益は27億３千６百万円（前年同四半期比10.2％減）となりました。 

  

〔新規材料事業部門〕 

 液晶表示関連材料は、ディスプレイ市場の拡大に支えられ、液晶テレビ、携帯電話向けの光学フィルムを中心に

販売数量が増加しました。 

 この結果、売上高は133億２千９百万円（前年同期比22.2％増）、営業利益は５億５千６百万円（前年同四半期比

136.9％増）となりました。 

  

〔建材事業部門〕 

 新設住宅着工戸数が引き続き低水準で推移するなか、主力のパーティクルボードは、新用途のフロア向けを含

め、堅実に販売数量を伸ばしました。 

 この結果、売上高は60億６千４百万円（前年同期比6.7％増）、営業損失は10億７千６百万円（前年同期は営業損

失18億３千４百万円）となりました。 

  

〔その他の事業部門〕 

 宅地造成及び建物建築事業において当初販売計画の一部に遅れが生じたこと、また、ホテル事業において宿泊単

価の下落があったこと等から、その他の事業全体としては引き続き苦戦を強いられました。 

 この結果、売上高は31億３千７百万円（前年同期比4.0％減）、営業利益は１億２千６百万円（前年同期比23.6％

減）となりました。 

  

 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。 

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
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当第３四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25億２千３百万円減少し858億４百万円となり

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増加２億６千５百万円及び有形固定資産など固定資

産の減少27億８千８百万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26億３千４百万円、リース債務など固定負

債の減少８億２千８百万円により、前連結会計年度末に比べ34億６千３百万円減少し545億５千８百万円となりまし

た。 

 また、純資産は、利益剰余金の増加12億２千２百万円などにより、前連結会計年度末に比べ９億３千９百万円増

加し、312億４千５百万円となりました。 

  

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて2.1ポイント上昇し、36.4％となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間末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34億１千９百万円(32.4％)減少し、71億２千３百万円となりました。 

 当第３四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) 

 営業活動により増加した資金は７千万円となりました。 

 主な内容は減価償却費40億４百万円、税金等調整前四半期純利益８億４千３百万円による資金の増加と、売上債

権の増加額24億２千２百万円、仕入債務の減少額11億５千６百万円、たな卸資産の増加額10億９千１百万円による

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28億９千２百万円となりました。 

 これは主に合成樹脂事業における製造設備等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) 

 財務活動の結果減少した資金は５億８千３百万円となりました。 

 主な内容は長期借入れによる収入16億９千万円による資金の増加と、長期借入金の返済による支出18億１千４百

万円、リース債務の返済による支出４億４千２百万円による資金の減少であります。 

  

 なお、営業活動により増加した資金は７千万円、財務活動の結果減少した資金は５億８千３百万円となっており

ますが、これは、これまで実施してまいりました売上債権の流動化等による資金調達を、当第３四半期連結累計期

間において48億９百万円減少させ、その所要資金を借入金及び自己資金により賄ったことによるものであります。 

 これらの影響を除くと、営業活動により増加した資金は48億７千９百万円、財務活動の結果減少した資金は53億

９千２百万円であります。 

  

平成22年７月26日に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載した予想値から変更はありま

せん。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

 ① 資産、負債及び純資産の状況

 ② キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第３四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。 

（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。 
  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,161 10,572

受取手形及び売掛金 21,069 18,636

商品及び製品 4,394 4,334

仕掛品 868 678

原材料及び貯蔵品 3,509 2,751

販売用不動産 155 72

繰延税金資産 403 21

その他 2,018 2,247

貸倒引当金 △186 △186

流動資産合計 39,393 39,128

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,766 19,251

機械装置及び運搬具（純額） 12,385 13,763

土地 7,633 7,635

建設仮勘定 550 1,081

その他（純額） 548 536

有形固定資産合計 39,884 42,268

無形固定資産 216 253

投資その他の資産   

投資有価証券 5,270 5,728

繰延税金資産 61 50

その他 1,102 1,030

貸倒引当金 △124 △132

投資その他の資産合計 6,309 6,677

固定資産合計 46,410 49,198

資産合計 85,804 88,327

大倉工業株式会社（4221） 平成22年12月期第３四半期決算短信

5



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,465 18,622

短期借入金 11,070 11,080

1年内返済予定の長期借入金 1,943 1,821

リース債務 613 591

未払法人税等 70 725

賞与引当金 557 －

設備関係支払手形 220 979

その他 4,755 5,512

流動負債合計 36,696 39,331

固定負債   

長期借入金 10,618 10,865

リース債務 3,401 3,851

繰延税金負債 248 639

退職給付引当金 2,335 2,208

役員退職慰労引当金 217 189

その他 1,039 935

固定負債合計 17,861 18,689

負債合計 54,558 58,021

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 13,720 12,498

自己株式 △408 △401

株主資本合計 31,000 29,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 245 521

評価・換算差額等合計 245 521

純資産合計 31,245 30,305

負債純資産合計 85,804 88,327
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 53,627 58,706

売上原価 46,769 50,919

売上総利益 6,858 7,787

販売費及び一般管理費   

販売手数料 18 23

運送費及び保管費 1,725 1,968

給料 1,523 1,452

賞与 116 190

賞与引当金繰入額 113 150

役員報酬 161 206

退職給付費用 112 106

役員退職慰労引当金繰入額 25 40

減価償却費 100 89

研究開発費 820 845

貸倒引当金繰入額 69 5

その他 1,539 1,474

販売費及び一般管理費合計 6,327 6,553

営業利益 530 1,233

営業外収益   

受取利息 13 6

受取配当金 63 62

受取ロイヤリティー 54 30

雑収入 273 101

営業外収益合計 404 201

営業外費用   

支払利息 481 403

債権売却損 55 34

為替差損 5 22

雑損失 78 40

営業外費用合計 620 501

経常利益 315 933

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4 2

固定資産売却益 0 66

役員退職慰労引当金戻入額 17 －

特別利益合計 22 68
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別損失   

たな卸資産評価損 286 －

固定資産除売却損 59 68

投資有価証券評価損 2 0

ゴルフ会員権売却損 1 －

特別退職金 27 －

災害による損失 4 －

環境対策費 － 89

特別損失合計 380 158

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（△）

△43 843

法人税、住民税及び事業税 660 218

法人税等調整額 134 △596

法人税等合計 794 △378

四半期純利益又は四半期純損失（△） △838 1,222
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△43 843

減価償却費 4,102 4,004

貸倒引当金の増減額（△は減少） 61 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17 126

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 28

賞与引当金の増減額（△は減少） 403 557

受取利息及び受取配当金 △76 △68

支払利息 481 403

為替差損益（△は益） 8 31

投資有価証券評価損益（△は益） 2 0

固定資産除売却損益（△は益） 57 △10

売上債権の増減額（△は増加） 2,881 △2,422

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,328 △1,091

その他の流動資産の増減額（△は増加） 142 242

仕入債務の増減額（△は減少） △4,433 △1,156

未払消費税等の増減額（△は減少） 226 △391

その他の流動負債の増減額（△は減少） △815 150

その他 △281 88

小計 4,033 1,327

利息及び配当金の受取額 75 67

利息の支払額 △512 △449

法人税等の支払額 △730 △875

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,866 70

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 △4,501 △2,822

有形固定資産の売却による収入 61 68

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

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 19 14

その他 △17 △147

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,490 △2,892

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） 1,995 △10

長期借入れによる収入 1,000 1,690

長期借入金の返済による支出 △305 △1,814

リース債務の増加による収入 1,780 －

リース債務の返済による支出 △428 △442

自己株式の取得による支出 △6 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,034 △583

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,404 △3,419

現金及び現金同等物の期首残高 11,413 10,543

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,818 7,123
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該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益が合成樹脂

事業で30百万円、新規材料事業で５百万円、その他の事業で15百万円それぞれ増加し、営業損失が建材事業

で27百万円減少しております。 

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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益が合成樹脂

事業で５百万円、その他の事業で４百万円それぞれ減少し、営業損失が建材事業で139百万円増加しており

ます。             

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

33,771 10,904 5,682 3,267 53,627 ― 53,627

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

3 0 48 364 416 (416) ―

計 33,775 10,905 5,730 3,632 54,044 (416) 53,627

営業利益又は 
営業損失(△)

3,046 234 △ 1,834 165 1,613 (1,082) 530
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 当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日) 

 
(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 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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。 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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。 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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。 

  

該当事項はありません。 

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

36,176 13,329 6,064 3,137 58,706 ― 58,706

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

4 ― ― 383 387 (387) ―

計 36,180 13,329 6,064 3,520 59,094 (387) 58,706

営業利益又は 
営業損失(△)

2,736 556 △ 1,076 126 2,342 (1,108) 1,233

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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