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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97期
第１四半期
連結累計期間

第98期
第１四半期
連結累計期間

第97期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 5,391 5,127 19,938

経常利益 (百万円) 368 285 834

四半期（当期）純利益 (百万円) 168 149 184

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 160 133 213

純資産額 (百万円) 10,840 10,937 10,892

総資産額 (百万円) 21,962 20,177 20,499

１株当たり四半期（当期）純利
益金額

(円) 7.94 7.04 8.66

自己資本比率 (％) 49.4 54.2 53.1

(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．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１四半期連結累計期間において、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、主要な関係会社に異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要やエコカー補助金な

どの政策により一時は回復の兆しを見せるも、不安定な欧米経済の影響を受けた円高や内需の低迷

が続いたことにより再び減速感が現れました。今後も、現状では景気を押し上げるほどの内需拡大の

期待は薄く、製造業の生産活動の低下に伴い、暫くは景気の停滞状況が続くことが懸念されます。

肥料業界におきましては、農業従事者の高齢化や後継者不足など農業の構造的問題や、生産コスト

低減運動、流通在庫圧縮の動きなどによる肥料需要の減少傾向は依然として続いております。加え

て、東日本大震災による津波や原子力発電所事故による農地被害からの回復、東北農産物に対する風

評被害の収束についても未だ目処が立たず、農業生産の本格的な回復には至っておりません。

このような厳しい事業環境の下、当社グループは中期３ヵ年計画「復活　2013」に基づき、肥料事

業分野では「安全・安心・良食味」の農産物生産に適した有機関連製品を中心に、各地域のニーズ

に対応したきめ細い営業活動と、効率的な生産・販売体制の構築に努めました。非肥料事業分野で

は、化粧品関連製品の商品開発と拡販、食品・農産物の産地開拓と拡販、保有不動産の有効活用に努

めました。また、全社的に経費の更なる見直しを図り、一層のコスト削減による収益力の向上に注力

しました。

主力の肥料事業において、前年同四半期において販売数量増加の要因であった震災による前期か

らの出荷ずれ込みや、肥料価格値上げに伴う前倒し出荷等の影響がなくなったことから、販売数量が

減少しました。

これにより、営業成績は売上高5,127百万円（前年同四半期比4.9％減）、営業利益274百万円（前

年同四半期比24.2％減）、経常利益285百万円（前年同四半期比22.7％減）、四半期純利益149百万円

（前年同四半期比11.3％減）となりました。

 

各セグメント別の概況は以下の通りです。

 

肥料事業は、高付加価値製品を中心とした積極的な販売活動と製販ともにコスト削減に努めたこ

とにより、業績は比較的順調に推移したものの、前述の増加要因のあった前年同四半期と比較して販

売数量が減少し、売上高4,631百万円（前年同四半期比4.3％減）、セグメント利益318百万円（前年

同四半期比21.6％減）となりました。

飼料事業は、飼料、魚粕・魚粉などの販売数量が減少し、売上高210百万円（前年同四半期比18.6％

減）、セグメント利益３百万円（前年同四半期比7.5％減）となりました。

不動産事業は、売上高101百万円（前年同四半期比2.7％減）、セグメント利益71百万円（前年同四

半期比1.6％増）となりました。

その他事業は、化粧品関連製品の販売数量が伸び悩んだこと、及び化粧品原料の凍結乾燥設備導入

に伴う費用の増加により、売上高188百万円（前年同四半期比2.2％減）、セグメント損失18百万円

（前年同四半期は４百万円の損失）となりました。
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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（以下「当第１四半期末」という。）の資産の合計は20,177百万円

となり、前連結会計年度末（以下「前年度末」という。）に比べ322百万円減少しました。これは、主

に現金及び預金が412百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が550百万円減少したこと、及び原

材料及び貯蔵品が234百万円減少したことなどによるものであります。

当第１四半期末の負債の合計は9,239百万円となり、前年度末に比べ367百万円減少しました。これ

は、主に賞与引当金等の流動負債が307百万円減少したことなどによるものであります。

当第１四半期末の純資産の合計は10,937百万円となり、前年度末に比べ45百万円増加しました。こ

れは、主に利益剰余金が61百万円増加したことなどによるものであります。

この結果、自己資本比率は前年度末の53.1％から54.2％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１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はあり

ません。また、新たな事業上及び財務上の対処すべき課題は生じておりません。

　
(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は42百万円であります。

なお、当第１四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。
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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 70,000,000

計 70,000,000

　
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24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10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 21,474,56221,474,562
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数  1,000株

計 21,474,56221,474,562― ―

　
(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
(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24年４月１日～
平成24年６月30日

― 21,474 ― 3,549 ― 3,072

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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１四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24年３月31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24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) 普通株式 187,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 20,988,000 20,988 ―

単元未満株式 普通株式 299,562 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 21,474,562 ― ―

総株主の議決権 ― 20,988 ―

(注)  「完全議決権株式(その他)」欄には株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000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24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称等

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(％)

片倉チッカリン株式会社
東京都千代田区九段北
１丁目13－５

187,000― 187,000 0.87

計 ― 187,000― 187,000 0.87

(注) １．上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数

１個)あります。なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれており

ます。

２．当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は、188,557株であります。

　
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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１四半期連結会計期間(平成24年４月

１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人大手門会計事務所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：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,065 1,477

受取手形及び売掛金 ※2
 5,547

※2
 4,997

商品及び製品 2,533 2,713

仕掛品 161 96

原材料及び貯蔵品 2,130 1,895

その他 265 247

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 11,701 11,426

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,658 2,614

機械装置及び運搬具 1,372 1,323

土地 3,584 3,529

その他 188 316

有形固定資産合計 7,803 7,783

無形固定資産 28 28

投資その他の資産

その他 993 966

貸倒引当金 △26 △27

投資その他の資産合計 966 938

固定資産合計 8,798 8,750

資産合計 20,499 20,177
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 3,160 3,138

短期借入金 2,527 2,487

未払法人税等 167 143

賞与引当金 145 38

災害損失引当金 ※3
 12

※3
 12

その他 ※2
 1,847

※2
 1,733

流動負債合計 7,861 7,554

固定負債

長期借入金 345 341

退職給付引当金 641 610

役員退職慰労引当金 244 214

その他 514 518

固定負債合計 1,745 1,684

負債合計 9,607 9,239

純資産の部

株主資本

資本金 3,549 3,549

資本剰余金 3,083 3,083

利益剰余金 4,297 4,358

自己株式 △65 △65

株主資本合計 10,864 10,925

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27 11

その他の包括利益累計額合計 27 11

純資産合計 10,892 10,937

負債純資産合計 20,499 20,177

EDINET提出書類

片倉チッカリン株式会社(E00789)

四半期報告書

 9/18



(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23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 5,391 5,127

売上原価 4,073 3,914

売上総利益 1,317 1,212

販売費及び一般管理費 954 937

営業利益 362 274

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 0 0

その他 15 17

営業外収益合計 17 18

営業外費用

支払利息 10 6

その他 0 1

営業外費用合計 10 7

経常利益 368 285

特別利益

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失

固定資産除売却損 0 0

災害による損失 ※1
 34 －

その他 2 －

特別損失合計 37 0

税金等調整前四半期純利益 331 285

法人税、住民税及び事業税 162 135

法人税等調整額 0 △0

法人税等合計 162 135

少数株主損益調整前四半期純利益 168 149

四半期純利益 168 149
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【四半期連結包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 168 149

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8 △15

その他の包括利益合計 △8 △15

四半期包括利益 160 133

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 160 133

EDINET提出書類

片倉チッカリン株式会社(E00789)

四半期報告書

11/18



【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】
　

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（連結の範囲の重要な変更）

（１）連結の範囲の変更

当第１四半期連結会計期間より、株式会社アグリドックは重要性が増したため、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

３社

　
【会計方針の変更等】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。なお、セグ

メント情報に与える影響は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）セグ

メント情報」に記載しております。

　
【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】

　

　
当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

１．原価差異の繰延処理   季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末まで

にほぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を繰り延べ処理しております。

２．税金費用の計算   税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

  ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を

欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
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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

次の法人の銀行借入に対して、保証類似行為を行っております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

株式会社トライムコーポレーション 3百万円 4百万円

　
※２．四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

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をしており

ます。

　なお、当第１四半期連結会計期間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。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

受取手形 50百万円 78百万円

支払手形 0 ―

流動負債その他（設備関係支払手形） 45 8

　
※３．東日本大震災に伴い発生した災害損失引当金の内訳

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

固定資産の撤去費用 12百万円 12百万円

　
(四半期連結損益計算書関係)

※１．東日本大震災に伴い発生した災害による損失の内訳

　 　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

塩釜工場操業休止費用 　 20百万円 ―百万円

その他復旧費用等 　 13 ―

  計 　 34 ―

　
　２．売上の季節的変動

　　　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）及び当第１四半期連結

累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　　　当社グループの主力事業である肥料事業は、需要期に季節性があり、春先の１月から４月に需要が

集中すること、及び気象・天候によって需要量が変動するため、通常、第１四半期連結会計期間及

び第４四半期連結会計期間の売上高及び営業費用は他の四半期連結会計期間の売上高及び営業費

用と比べ高くなっております。

　
(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１四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、次の通りであります。
　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

　
当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

減価償却費 137百万円　 132百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

  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) 基準日が当第１四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１四半

期連結会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。　

　
当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

  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

(百万円)

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21日

定時株主総会
普通株式 85 4 平成24年３月31日 平成24年６月22日 利益剰余金

　
(2) 基準日が当第１四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１四半

期連結会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。　
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)肥料 飼料 不動産 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,840 258 99 5,198 192 5,391 ― 5,391

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― 5 5 ― 5 △5 ―

計 4,840 258 104 5,203 192 5,396 △5 5,391

セグメント利益又は
損失(△)

406 3 70 480 △4 476 △113 362

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、化粧品関連、食品・農産物及び物資

その他の各事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△113百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)肥料 飼料 不動産 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,631 210 96 4,939 188 5,127 ― 5,127

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― 4 4 ― 4 △4 ―

計 4,631 210 101 4,943 188 5,131 △4 5,127

セグメント利益又は
損失(△)

318 3 71 393 △18 375 △100 274

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、化粧品関連、食品・農産物及び物資

その他の各事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△100百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
２．報告セグメントの変更等に関する事項

「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 会計方針の変更等（会計上の見積りの変更と区別する

ことが困難な会計方針の変更）」に記載の通り、当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当

第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却方法を改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。なお、各セグメントのセグメント損益に与える影響は軽微で

あります。
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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、以下の通りであります。
　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 7.94 7.04

四半期純利益(百万円) 168 149

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利益(百万円) 168 149

普通株式の期中平均株式数(千株) 21,289 21,286

(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)

当第１四半期連結会計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）

東京電力株式会社との補償金の合意

当社は、東京電力株式会社から公表された賠償基準に基づき、同社に対し原子力発電所事故に

起因した被害による補償請求を行っておりましたが、平成24年７月26日にその補償金額につい

て合意いたしました。なお、当該補償金額191百万円は、第２四半期連結累計期間において特別利

益に計上する予定であります。

　
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24年８月９日

片倉チッカリン株式会社

取締役会  御中

　

監査法人　大手門会計事務所

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    植    木    暢    茂    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    木    下    隆    史    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」に掲げられている片倉チッカリン株
式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日か
ら平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30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せる質問、
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、片倉チッカリン株式会社及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財
政状態及び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
「経理の状況」の［注記事項］（重要な後発事象）の項に記載のとおり、会社は東京電力株式会社に対し原子力発電所
事故に起因した被害による補償請求を行っていたが、平成24年７月26日に補償金額191百万円で合意している。
　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、その原本は当社が四半期連

結財務諸表に添付する形で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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