
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年２月10日

【事業年度】 第94期(自 平成25年１月１日　至 平成25年12月31日)

【会社名】 大倉工業株式会社

【英訳名】 Okura Industrial Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　髙濵　和則

【本店の所在の場所】 香川県丸亀市中津町1515番地

【電話番号】 丸亀0877(56)1111番（代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役常務取締役　コーポレートセンター担当兼経理部長

豊田　員史

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋３丁目13番２号

【電話番号】 東京03(6912)5041番（代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員東京支店長　　安部　昭男

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

大倉工業株式会社　東京支店

　(東京都豊島区東池袋３丁目13番２号)

大倉工業株式会社　大阪支店

　(大阪市西区立売堀１丁目３番13号)

(注)　上記支店は金融商品取引法の規定に基づく備置場所ではありま
せんが、投資者の便宜のために備え置き縦覧に供するものであ
ります。

 
 

EDINET提出書類

大倉工業株式会社(E00834)

訂正有価証券報告書

 1/11



１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年３月25日に提出いたしました第94期(自 平成25年１月１日　至 平成25年12月31日)有価証券報告書におい

て、連結上の利益剰余金及び為替換算調整勘定の記載に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書

の訂正報告書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

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

　　　(1) 連結経営指標等

　第５　経理の状況

　　１　連結財務諸表等

　　　(1) 連結財務諸表

　　　　① 連結貸借対照表

　　　　② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

　　　　　 連結包括利益計算書

　　　　③ 連結株主資本等変動計算書

　　　　　注記事項

　　　　　連結包括利益計算書関係

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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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】

(1) 連結経営指標等

　　（訂正前）

回次 第90期 第91期 第92期 第93期 第94期

決算年月 平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月 平成25年12月

売上高 (百万円) 73,228 80,030 85,797 85,909 90,652

経常利益 (百万円) 740 1,667 2,101 2,389 2,010

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) △1,745 1,205 1,551 1,577 1,605

包括利益 (百万円) ― ― 1,334 1,997 3,122

純資産額 (百万円) 30,305 31,386 32,532 34,008 36,459

総資産額 (百万円) 88,327 88,347 86,426 85,129 90,730

１株当たり純資産額 (円) 494.69 512.66 531.54 564.76 610.92

１株当たり当期純利益
金額又は１株当たり当
期純損失金額(△)

(円) △28.49 19.69 25.35 25.85 26.80

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 34.3 35.5 37.6 39.9 40.2

自己資本利益率 (％) △5.6 3.9 4.9 4.7 4.6

株価収益率 (倍) ― 11.94 9.4 10.3 13.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,324 856 5,541 8,512 3,799

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,706 △2,969 △3,686 △3,855 △3,857

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,490 △860 △1,647 △5,062 388

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 10,543 7,553 7,747 7,403 7,838

従業員数
[外、平均臨時
雇用人員]

(人)
1,867 1,928 1,967 1,981 1,993
[575] [563] [536] [504] [443]
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　　（訂正後）

回次 第90期 第91期 第92期 第93期 第94期

決算年月 平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月 平成25年12月

売上高 (百万円) 73,228 80,030 85,797 85,909 90,652

経常利益 (百万円) 740 1,667 2,101 2,389 2,010

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) △1,745 1,205 1,551 1,577 1,605

包括利益 (百万円) ― ― 1,334 1,997 2,951

純資産額 (百万円) 30,305 31,386 32,532 34,008 36,459

総資産額 (百万円) 88,327 88,347 86,426 85,129 90,730

１株当たり純資産額 (円) 494.69 512.66 531.54 564.76 610.92

１株当たり当期純利益
金額又は１株当たり当
期純損失金額(△)

(円) △28.49 19.69 25.35 25.85 26.80

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 34.3 35.5 37.6 39.9 40.2

自己資本利益率 (％) △5.6 3.9 4.9 4.7 4.6

株価収益率 (倍) ― 11.94 9.4 10.3 13.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,324 856 5,541 8,512 3,799

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,706 △2,969 △3,686 △3,855 △3,857

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,490 △860 △1,647 △5,062 388

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 10,543 7,553 7,747 7,403 7,838

従業員数
[外、平均臨時
雇用人員]

(人)
1,867 1,928 1,967 1,981 1,993
[575] [563] [536] [504] [443]
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第５ 【経理の状況】

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　　（訂正前）

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成24年12月31日)
当連結会計年度

(平成25年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 7,440 7,838

  受取手形及び売掛金
※7  25,290 ※7  27,093

  商品及び製品 4,315 4,563

  仕掛品 784 934

  原材料及び貯蔵品 3,132 3,250

  販売用不動産 109 260

  繰延税金資産 585 315

  その他 645 988

  貸倒引当金 △20 △6

  流動資産合計 42,284 45,238

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額）
※2，※3  17,142 ※2，※3  16,514

   機械装置及び運搬具（純額）
※2，※3  9,351 ※2，※3  8,420

   土地
※2  6,813 ※2  6,619

   建設仮勘定
※3  1,420 4,231

   その他（純額）
※3  658 ※3  606

   有形固定資産合計
※1  35,385 ※1  36,392

  無形固定資産 185 205

  投資その他の資産   

   投資有価証券
※4  5,801 ※4  7,342

   繰延税金資産 116 72

   その他
※4  1,400 ※4  1,505

   貸倒引当金 △43 △27

   投資その他の資産合計 7,275 8,893

  固定資産合計 42,845 45,492

 資産合計 85,129 90,730
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成24年12月31日)
当連結会計年度

(平成25年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金
※7  18,701 19,793

  短期借入金
※2  7,675 ※2  8,400

  1年内返済予定の長期借入金
※2  2,477 ※2  2,552

  リース債務 673 708

  未払法人税等 203 96

  設備関係支払手形 127 168

  建物等除却損失引当金 16 ―

  その他
※2  6,800 ※2  7,471

  流動負債合計 36,674 39,190

 固定負債   

  長期借入金
※2  8,643 ※2  9,454

  リース債務 1,976 1,312

  繰延税金負債 14 601

  退職給付引当金 2,599 2,626

  役員退職慰労引当金 297 ―

  その他
※2  915 ※2  1,085

  固定負債合計 14,446 15,080

 負債合計 51,121 54,270

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 16,343 17,463

  自己株式 △632 △817

  株主資本合計 33,398 34,333

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 609 1,823

  為替換算調整勘定 ― 302

  その他の包括利益累計額合計 609 2,126

 純資産合計 34,008 36,459

負債純資産合計 85,129 90,730
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　　（訂正後）

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成24年12月31日)
当連結会計年度

(平成25年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 7,440 7,838

  受取手形及び売掛金
※7  25,290 ※7  27,093

  商品及び製品 4,315 4,563

  仕掛品 784 934

  原材料及び貯蔵品 3,132 3,250

  販売用不動産 109 260

  繰延税金資産 585 315

  その他 645 988

  貸倒引当金 △20 △6

  流動資産合計 42,284 45,238

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額）
※2，※3  17,142 ※2，※3  16,514

   機械装置及び運搬具（純額）
※2，※3  9,351 ※2，※3  8,420

   土地
※2  6,813 ※2  6,619

   建設仮勘定
※3  1,420 4,231

   その他（純額）
※3  658 ※3  606

   有形固定資産合計
※1  35,385 ※1  36,392

  無形固定資産 185 205

  投資その他の資産   

   投資有価証券
※4  5,801 ※4  7,342

   繰延税金資産 116 72

   その他
※4  1,400 ※4  1,505

   貸倒引当金 △43 △27

   投資その他の資産合計 7,275 8,893

  固定資産合計 42,845 45,492

 資産合計 85,129 90,730
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成24年12月31日)
当連結会計年度

(平成25年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金
※7  18,701 19,793

  短期借入金
※2  7,675 ※2  8,400

  1年内返済予定の長期借入金
※2  2,477 ※2  2,552

  リース債務 673 708

  未払法人税等 203 96

  設備関係支払手形 127 168

  建物等除却損失引当金 16 ―

  その他
※2  6,800 ※2  7,471

  流動負債合計 36,674 39,190

 固定負債   

  長期借入金
※2  8,643 ※2  9,454

  リース債務 1,976 1,312

  繰延税金負債 14 601

  退職給付引当金 2,599 2,626

  役員退職慰労引当金 297 ―

  その他
※2  915 ※2  1,085

  固定負債合計 14,446 15,080

 負債合計 51,121 54,270

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 16,343 17,634

  自己株式 △632 △817

  株主資本合計 33,398 34,504

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 609 1,823

  為替換算調整勘定 ― 131

  その他の包括利益累計額合計 609 1,955

 純資産合計 34,008 36,459

負債純資産合計 85,129 90,730
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結包括利益計算書】

　　（訂正前）

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,577 1,605

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 420 1,214

 持分法適用会社に対する持分相当額 ― 302

 その他の包括利益合計
※1  420 ※1  1,516

包括利益 1,997 3,122

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 1,997 3,122

 少数株主に係る包括利益 ― ―
 

 

　　（訂正後）

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,577 1,605

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 420 1,214

 持分法適用会社に対する持分相当額 ― 131

 その他の包括利益合計
※1  420 ※1  1,346

包括利益 1,997 2,951

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 1,997 2,951

 少数株主に係る包括利益 ― ―
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

　　（訂正前）

 当連結会計年度(自 平成25年１月１日　至 平成25年12月31日)

 (単位：百万円)

　

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 8,619 9,068 16,343 △632 33,398 609 ― 609 34,008

当期変動額          

剰余金の配当   △361  △361    △361

当期純利益   1,605  1,605    1,605

自己株式の取得    △185 △185    △185

持分法の適用範囲の

変動
  △123  △123    △123

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
     1,214 302 1,516 1,516

当期変動額合計 ― ― 1,120 △185 934 1,214 302 1,516 2,451

当期末残高 8,619 9,068 17,463 △817 34,333 1,823 302 2,126 36,459
 

 

　　（訂正後）

 当連結会計年度(自 平成25年１月１日　至 平成25年12月31日)

 (単位：百万円)

　

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 8,619 9,068 16,343 △632 33,398 609 ― 609 34,008

当期変動額          

剰余金の配当   △361  △361    △361

当期純利益   1,605  1,605    1,605

自己株式の取得    △185 △185    △185

持分法の適用範囲の

変動
  46  46    46

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
     1,214 131 1,346 1,346

当期変動額合計 ― ― 1,290 △185 1,105 1,214 131 1,346 2,451

当期末残高 8,619 9,068 17,634 △817 34,504 1,823 131 1,955 36,459
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【注記事項】

(連結包括利益計算書関係)

　　（訂正前）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年１月１日
至 平成25年12月31日)

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 501百万円  1,982百万円

組替調整額 113　〃 △182 〃

税効果調整前 615　〃 1,799 〃

税効果額 △194　〃 △585 〃

その他有価証券評価差額金 420　〃 1,214 〃

持分法適用会社に対する持分相当額   

当期発生額 ―　〃 302 〃

その他の包括利益合計 420　〃 1,516 〃
 

　

　　（訂正後）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年１月１日
至 平成25年12月31日)

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 501百万円  1,982百万円

組替調整額 113　〃 △182 〃

税効果調整前 615　〃 1,799 〃

税効果額 △194　〃 △585 〃

その他有価証券評価差額金 420　〃 1,214 〃

持分法適用会社に対する持分相当額   

当期発生額 ―　〃 131 〃

その他の包括利益合計 420　〃 1,346 〃
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