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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100期

第３四半期連結
累計期間

第101期
第３四半期連結
累計期間

第100期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 40,169,647 39,494,072 52,625,357

経常利益（千円） 2,777,688 1,664,397 3,496,334

四半期（当期）純利益（千円） 1,631,031 669,220 1,933,925

四半期包括利益又は包括利益（千円） 1,368,078 384,548 1,616,393

純資産額（千円） 23,554,625 23,649,597 23,809,941

総資産額（千円） 42,289,503 42,754,560 41,331,378

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
49.91 20.48 59.18

自己資本比率（％） 52.1 51.8 53.9

　

回次
第100期

第３四半期連結
会計期間

第101期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 21.05 5.10

　（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数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。

　４．第100期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　

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】

　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（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。
 
　(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の経済は、東日本大震災の影響によって低下した企業の生産活動につい

ては、徐々に回復の兆しがみられるものの、欧州の債務危機問題や世界経済の牽引役であった中国の経済成長の鈍化

による景気の後退懸念、円高の長期化に加え、タイにおける洪水被害の影響など、企業の経営環境は不安定な状況が続

きました。

　当社グループの関連する業界におきましては、自動車産業においては、東日本大震災により寸断されたサプライ

チェーンの復旧によって生産台数は持ち直しつつあるものの、タイの洪水被害の影響を受けた日系自動車メーカー各

社の生産調整などもあり、国内の新車登録台数、生産台数とも前年同期を下回りました。住宅産業につきましては、首

都圏における分譲マンションの需要が好調に推移したものの、第３四半期会計期間に入ってからは新築住宅着工件数

が減少に転じるなど先行き不透明な状況が続いております。エレクトロニクス産業につきましては、成長分野である

スマートフォン・タブレット端末や、その関連分野における需要の拡大は続いたものの、薄型テレビ分野における急

激な価格下落、タイで発生した洪水の影響による製品部材の供給不足や、円高に伴う国際的競争力の低下など、非常に

厳しい市場環境となりました。

　このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の売上高は394億94百万円（前年同期比1.7％減）となり、営業利益

は17億１百万円（同42.4％減）、経常利益は16億64百万円（同40.1％減）、四半期純利益は６億69百万円（同59.0％

減）となりました。
　
セグメントの業績は次のとおりであります。

①　コーティング

　プラスチック用コーティング材（『レクラック』・『フジハード』など）につきましては、英国の子会社

Fujichem Sonneborn Ltd（フジケム ソネボーン社）の連結子会社化や、北米市場、東南アジア市場における需要

が堅調に推移したことなどにより、売上高は129億９百万円（同12.7％増）となりました。営業利益は４億52百万

円（同57.9％減）となりましたが、自動車分野向け製品が、日系自動車メーカーによる東日本大震災やタイにお

ける洪水被害などによる生産調整が大きく影響したものです。

②　建築用塗料

建築用コーティング材につきましては、東日本大震災の影響により一部で需要が減退したところもみられまし

たが、リフォーム向け市場、新築向け市場とも、需要が順調に推移し、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は89億18百万円（同10.7％増）となり、営業利益は７億36百万円（同0.2％増）となりまし

た。

③　電子材料

導電性ペースト材（『ドータイト』など）の電子材料部門におきましては、高騰を続けていた主要な原材料で

ある銀の建値が、第３四半期会計期間に入ってからは急落するなど、不安定な相場の影響を強く受けました。

この結果、売上高は46億11百万円（同11.4％減）となり、営業利益は３億30百万円（同51.3％減）となりまし

た。

④　機能材料

樹脂ベースなどの機能材料部門におきましては、メディカル分野における低迷や、海外市場における主力の粘

着材ベース製品の低調などにより、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は13億85百万円（同3.2％減）となり、営業利益は38百万円（同75.5％減）となりました。

⑤　化成品

トナー用樹脂などの化成品部門におきましては、ＯＡ機器分野における大手ユーザー向けトナー関連製品が、

カラー用途の新商品投入の効果などもあり、好調に推移し、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は17億44百万円（同7.0％増）となり、営業利益は１億65百万円（同3.6％減）となりました。

⑥　合成樹脂

子会社藤光樹脂株式会社などが取扱うアクリル樹脂の原材料・加工品の販売におきましては、中国・アジア向
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けの薄型テレビ用途製品における需要低迷と価格下落に加え、急激な円高による為替の影響を大きく受け、低調

に推移いたしました。

この結果、売上高は100億62百万円（同19.6％減）となり、営業損失は20百万円（前年同期は営業利益１億48百

万円）となりました。

　

　(2）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、当社グループが対応すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、16億32百万円であります。  

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。

 

(4）従業員数

第１四半期連結累計期間において、英国の子会社Fujichem Sonneborn Ltdが新たに連結対象子会社となったこと

などにより、当第３四半期連結累計期間ではコーティングの従業員は171名増加し、619名となりました。  

なお、従業員数は就業人数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含むほか、常用パートを含まない。）であります。
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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 84,000,000

計 84,000,000

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23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月９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 32,716,878 32,716,878
東京証券取引所

市場第１部

 単元株式数

 100株

計 32,716,878 32,716,878 － －

 

（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23年10月１日～

  平成23年12月31日
－ 32,716,878 － 5,352,120 － 5,039,623

 

（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23年９月30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23年12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） 普通株式 38,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,674,500 326,745 －

単元未満株式 普通株式 4,278 － －

発行済株式総数  32,716,878－ －

総株主の議決権  － 326,745 －

（注）１．「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1,000株（議決権の数10個）含

まれております。

　２．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄はすべて当社保有の自己株式です。

 

②【自己株式等】

　 平成23年12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（％）

藤倉化成㈱
東京都板橋区蓮根

三丁目20番７号
38,100 － 38,100 0.12

計 － 38,100 － 38,100 0.12

 

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23年10月１日から平成23

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、新日本有限責任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23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,536,786 6,914,282

受取手形及び売掛金 10,847,562 ※3
 13,163,550

商品及び製品 3,082,613 3,740,544

仕掛品 49,672 47,091

原材料及び貯蔵品 1,680,983 1,676,848

繰延税金資産 633,197 445,421

その他 615,063 692,474

貸倒引当金 △72,530 △164,754

流動資産合計 25,373,346 26,515,456

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,287,332 7,548,023

減価償却累計額 △3,772,652 △3,984,295

建物及び構築物（純額） 3,514,680 3,563,728

機械装置及び運搬具 9,310,774 10,317,608

減価償却累計額 △6,631,247 △7,762,232

機械装置及び運搬具（純額） 2,679,527 2,555,376

工具、器具及び備品 2,886,719 3,299,717

減価償却累計額 △2,425,809 △2,814,370

工具、器具及び備品（純額） 460,910 485,347

土地 3,902,048 4,147,381

リース資産 265,721 304,854

減価償却累計額 △89,143 △148,454

リース資産（純額） 176,578 156,400

建設仮勘定 110,874 547,495

有形固定資産合計 10,844,617 11,455,727

無形固定資産

のれん － 206,586

ソフトウエア 69,830 295,347

その他 904,443 838,544

無形固定資産合計 974,273 1,340,477

投資その他の資産

投資有価証券 1,971,762 1,095,624

長期貸付金 115,384 63,357

繰延税金資産 686,195 706,385

その他 1,409,880 1,622,038

貸倒引当金 △44,079 △44,504

投資その他の資産合計 4,139,142 3,442,900

固定資産合計 15,958,032 16,239,104

資産合計 41,331,378 42,754,560
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,892,137 ※3
 7,905,756

短期借入金 2,049,548 2,937,778

1年内償還予定の社債 845,000 845,000

未払法人税等 736,421 114,071

未払費用 548,584 769,604

賞与引当金 550,546 283,416

リース債務 63,931 63,966

その他 1,134,737 ※3
 1,339,238

流動負債合計 12,820,904 14,258,829

固定負債

社債 1,565,000 1,142,500

繰延税金負債 220,222 298,463

退職給付引当金 2,125,840 2,569,666

長期未払金 483,857 464,902

リース債務 124,327 113,217

その他 181,287 257,386

固定負債合計 4,700,533 4,846,134

負債合計 17,521,437 19,104,963

純資産の部

株主資本

資本金 5,352,121 5,352,121

資本剰余金 5,040,199 5,040,199

利益剰余金 12,244,967 12,449,411

自己株式 △24,969 △24,969

株主資本合計 22,612,318 22,816,762

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 73,082 △66,356

為替換算調整勘定 △427,474 △617,226

その他の包括利益累計額合計 △354,392 △683,582

少数株主持分 1,552,015 1,516,417

純資産合計 23,809,941 23,649,597

負債純資産合計 41,331,378 42,754,560

EDINET提出書類

藤倉化成株式会社(E00832)

四半期報告書

 9/19



（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22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 40,169,647 39,494,072

売上原価 29,078,017 28,888,100

売上総利益 11,091,630 10,605,972

販売費及び一般管理費 8,139,165 8,904,518

営業利益 2,952,465 1,701,454

営業外収益

受取利息 8,479 4,763

受取配当金 29,274 35,494

固定資産賃貸料 53,783 48,990

その他 59,997 65,442

営業外収益合計 151,533 154,689

営業外費用

支払利息 80,132 75,053

為替差損 196,056 74,859

固定資産税 9,829 8,370

減価償却費 1,879 1,903

その他 38,414 31,561

営業外費用合計 326,310 191,746

経常利益 2,777,688 1,664,397

特別利益

貸倒引当金戻入額 23,786 －

受取保険金 － 46,570

特別利益合計 23,786 46,570

特別損失

災害による損失 － 20,403

投資有価証券評価損 59,008 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 51,740 －

特別損失合計 110,748 20,403

税金等調整前四半期純利益 2,690,726 1,690,564

法人税、住民税及び事業税 839,093 708,377

法人税等調整額 77,798 245,720

法人税等合計 916,891 954,097

少数株主損益調整前四半期純利益 1,773,835 736,467

少数株主利益 142,804 67,247

四半期純利益 1,631,031 669,220

EDINET提出書類

藤倉化成株式会社(E00832)

四半期報告書

10/19



【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22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,773,835 736,467

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △90,301 △141,722

為替換算調整勘定 △315,456 △210,197

その他の包括利益合計 △405,757 △351,919

四半期包括利益 1,368,078 384,548

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,263,016 340,030

少数株主に係る四半期包括利益 105,062 44,518
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

(1）連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、Fujichem Sonneborn Ltd、同社の子会社であるCleftbridge Coatings Limited、BPL

Services Limited、SR Lacke & Beschictungen GmbH、Photoplas Limited及び香港藤光有限公司は重要性が増加した

ため、連結の範囲に含めております。また、FUJIKURA KASEI(SINGAPORE)PTE LTDは閉鎖に伴い連結子会社から除外いた

しております。

　

(2）持分法適用の範囲の重要な変更

第２四半期連結会計期間より、RED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.の子会社であるARPOL RED SPOT TINTAS LTDA.

は重要性が増加したため、持分法の範囲に含めております。　　

　　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　

　

（法人税率の変更等による影響）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成23年法律117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１月以降に開始する連結会計年度から法人税率の引

下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率は従来の40.69％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始す

る連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.01％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に

解消が見込まれる一時差異については35.64％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債

の金額を控除した金額）は１億８百万円減少し、法人税等調整額は１億３百万円増加しております。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
　

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

東北藤光㈱ 80,000千円 東北藤光㈱ 80,000千円

Fujichem Sonneborn Ltd80,328千円 　     

計 160,328千円 計 80,000千円

　

２　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
　

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

受取手形割引高 －千円 300千円

受取手形裏書譲渡高 306,127 154,347

　

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

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、手形交換日をもって決済処理しております。 なお当四

半期連結会計期間の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が四半期連結会計

期間末残高に含まれております。　

　

受取手形 245,789千円

支払手形 336,132

その他（設備支払手形） 73,715

　

（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。）及びのれんの償却額は、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22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 918,710千円 1,021,635千円

のれんの償却額 －千円 134,321千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

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22年６月29日

定時株主総会
普通株式 228,753 7 平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

平成22年11月12日

取締役会
普通株式 228,752 7 平成22年９月30日平成22年12月３日利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

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 228,751 7 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

平成23年11月11日

取締役会
普通株式 228,751 7 平成23年９月30日平成23年12月２日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31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）
 コーティング 建築用塗料 電子材料 機能材料 化成品 合成樹脂 計

売上高     　     　             

　外部顧客への売上高 11,451,1798,056,1215,198,9081,430,3801,630,27712,402,78240,169,647
セグメント間の内部
売上高又は振替高

7,560 － 6,644 266 － 108,254122,724

計 11,458,7398,056,1215,205,5521,430,6461,630,27712,511,03640,292,371

セグメント利益 1,073,229734,679676,538156,163171,383148,2552,960,247

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　利益 　金額

　報告セグメント計 2,960,247　

　セグメント間取引消去 △7,782　

 四半期連結損益計算書の営業利益 2,952,465　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年12月31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）
 コーティング 建築用塗料 電子材料 機能材料 化成品 合成樹脂 計

売上高     　     　             

　外部顧客への売上高 12,909,1858,917,9144,585,2421,384,8821,743,7859,953,06439,494,072
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 9 25,502 226 － 108,716134,453

計 12,909,1858,917,9234,610,7441,385,1081,743,78510,061,78039,628,525

セグメント利益
又は損失（△）

452,185736,076329,50438,288165,234△19,8121,701,475

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　利益 　金額

　報告セグメント計 1,701,475　

　セグメント間取引消去 △21　

 四半期連結損益計算書の営業利益 1,701,454　
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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。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 49円91銭 20円48銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 1,631,031 669,220

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） 1,631,031 669,220

普通株式の期中平均株式数（株） 32,678,840 32,678,710

　（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）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成23年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 （イ） 中間配当による配当金の総額……………………… 228,751千円

 （ロ） １株当たりの金額…………………………………… 7円

 （ハ） 支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成23年12月２日

　（注）平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。　
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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２月９日

藤倉化成株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　　治幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大田原　吉隆　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢部　　直哉　　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」に掲げられている藤倉化成株式会

社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２３年１０月

１日から平成２３年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２３年４月１日から平成２３年１２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、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、藤倉化成株式会社及び連結子会社の平成２３年１２月３１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。
　
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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