
平成21年3月期 第1四半期決算短信 
平成20年8月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 パーカーコーポレーション 上場取引所 東 
コード番号 9845 URL http://www.parkercorp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 石田 宏一郎
問合せ先責任者 （役職名） 取締役業務本部長 （氏名） 山崎 敏男 TEL 03-5644-0600

四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 7,204 ― 383 ― 418 ― 164 ―
20年3月期第1四半期 7,045 △11.1 322 △46.5 351 △44.2 124 △69.7

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

21年3月期第1四半期 6.27 ―
20年3月期第1四半期 4.67 ―

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

21年3月期第1四半期 27,898 14,792 48.4 513.48
20年3月期 27,679 14,872 48.6 510.56

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,519百万円 20年3月期  13,443百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 14,800 ― 900 ― 950 ― 500 ― 18.99
通期 30,500 3.1 1,900 19.9 1,950 19.9 1,200 40.3 45.57

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  

［（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。］  

(3) 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（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もの） 

［（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性
があります。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  26,801,452株 20年3月期  26,801,452株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  472,158株 20年3月期  471,067株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  26,329,892株 20年3月期第1四半期  26,734,215株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に起因する景気減速傾向が見られ、更

に原油や原材料価格の高騰等により、その取り巻く経済環境は依然として厳しい状況にあります。
このような経済情勢の下、当社グループの第1四半期の連結業績は、増収増益となりました。主な要因は、

化成品部門における大手ユーザーの増産による販売増加及び化学品部門における大型設備の受注並びに台湾
工場の稼動が軌道に乗ったことによるものです。
売上高は7,204百万円（前年同期比2.3％増）、営業利益は383百万円（前年同期比19.1％増）、経常利益は

418百万円（前年同期比19.2％増）となり、新会計基準の導入に伴い、棚卸資産の評価基準を変更した事によ
り、特別損失97百万円を計上しましたが、第１四半期純利益は164百万円（前年同期比 32.1％増）となりま
した。

事業の種類別セグメントの業績は、以下の通りです。

・機械部門
設備関連の大口物件の売上計上の遅れにより、減収減益となりました。 

　当部門の売上高は、585百万円（前年同期比14.9％減）、営業損失は108百万円（前年同期の営業損失は98百
万円）となりました。 

・化成品部門
国内における一部大手ユーザーの増産及び中国における活発な需要増加に伴い現地での製造・販売も好調

に推移し、増収増益となりました。 
　当部門の売上高は、1,314百万円（前年同期比15.0％増）、営業利益は160百万円（前年同期比115.2％増）
となりました。 

・化学品部門
一般工業用ケミカル関連の大口設備の受注及び台湾工場における液晶ケミカルの製造販売が軌道に乗った

ことにより、増収増益となりました。 
　当部門の売上高は、1,795百万円（前年同期比20.2％増）、営業利益は181百万円（前年同期比64.5％増）と
なりました。 

・産業用素材部門
国内における製造販売は、堅調に推移しましたが、アジア地域での製造販売については 家電用防音材の在

庫調整による販売の減少、また 原材料価格の高騰、更に円高の影響により減収減益となりました。 
　当部門の売上高は、2,217百万円（前年同期比3.3％減）、営業利益は134百万円（前年同期比40.2％減）と
なりました。 

・機材部門
ソルト関連の受託加工は堅調に推移しましたが、前年同期に相当する大型設備物件の売上が無かったこと

により、減収増益となりました。 
　当部門の売上高は、631百万円（前年同期比19.8％減）、営業利益は8百万円（前年同期の営業損失は 2百万
円）となりました。 

・その他部門
石油関連商品の価格高騰により売上高は堅調に推移しましたが、ロシア及び中国向けケミカル品の販売が

低調であったことにより、増収減益となりました。 
　当部門の売上高は、659百万円（前年同期比2.9％増）、営業利益は6百万円（前年同期比47.5％減）となり
ました。 
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所在地別セグメントの業績は、以下の通りです。

所在地別セグメントの業績は当第１四半期より開示を行っているため、前年第１四半期実績及び対前年第
１四半期増減率は省略いたします。

日本においては、化成品部門での大手ユーザーの増産による部品・材料の受注増加及び化学品部門におけ
る ケミカル関連装置の大口受注により、増収増益となりました。この結果、売上高は5,891百万円、営業利
益は192百万円となりました。
アジアでは、家電メーカーにおける在庫調整による製造販売の減少及び原材料価格の高騰並びに円高の影

響により減収減益となりました。この結果、売上高は973百万円、営業利益は149百万円となりました。 
米国では、新規商品（粉体塗装機器）の販売が軌道に乗り、増収増益となりました。この結果、売上高は

114百万円、営業利益は15百万円となりました。
欧州では、チェコにおける家電用防音材の製造販売が順調に推移し、増収増益となりました。この結果、

売上高は223百万円、営業利益は26百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
第１四半期における総資産は前連結会計年度末と比べ218百万円増加し、27,898百万円となりました。主な

要因は、保有株式の株価上昇に伴う投資有価証券の増加（623百万円）によるものです。負債は前連結会計年
度末と比べ298百万円増加し、13,106百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加（400百万円）に
よるものです。純資産は為替換算調整勘定（387百万円）の減少等により14,792百万円となりました。

キャッシュ・フローの状況 
第１四半期における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、80百万円

の増加の3,401百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払210百万円がありましたが、税金等調整前四半期純

利益319百万円、減価償却費200百万円等により344百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、自動車用金型等の有形固定資産の取得による支出等はありました

が、貸付金の回収により、172百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出125百万円はありましたが、短期借入

金400百万円の増加等により159百万円の収入となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
今後の経済環境も内需低迷の長期化が懸念され、不透明感が継続するものと予想されますが、現時点での

当社通期連結業績予想に関しましては、当初の計画（平成20年5月12日発表）を変更しておりません。
　今後におきましても、経済環境や市場動向を注視し、業績予想の適切な開示に努めてまいります。
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4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 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
①簡便な会計処理
1）一般債権の貸倒見積高の算定方法
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

2）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。 
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売
却価格を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

3）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい
変化が生じておらず、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会
計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によってお
ります。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の処理
1）税金費用の計算
当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する方法を採用しております。

(3) 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
①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による
簿価切下げの方法）に変更しております。 
　これにより、税金等調整前四半期純利益が97,340千円減少しております。なお、営業利益、経常利益に
与える影響はありません。 

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用してお
ります。これによる影響額はありません。 

(4) 追加情報
当第１四半期連結会計期間から、機械装置の耐用年数については法人税法の改正を契機に見

直しを行っております。これによる影響額は軽微であります。 
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

平成20年６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20年３月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,421,095 3,344,697

受取手形及び売掛金 8,176,188 8,350,573

商品 1,831,693 1,804,731

製品 8,272 791

原材料 366,055 330,570

仕掛品 43,071 16,426

貯蔵品 2,250 2,324

繰延税金資産 236,804 236,143

その他 505,336 561,398

貸倒引当金 △7,136 △7,971

流動資産合計 14,583,631 14,639,686

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,744,373 4,860,229

減価償却累計額 △2,075,935 △2,066,819

機械装置及び運搬具 2,254,851 2,308,159

減価償却累計額 △1,473,401 △1,486,784

土地 4,272,984 4,328,969

建設仮勘定 185,371 203,896

その他 3,013,230 3,033,572

減価償却累計額 △2,120,140 △2,056,438

有形固定資産合計 8,801,335 9,124,786

無形固定資産 49,499 53,560

投資その他の資産

投資有価証券 4,143,722 3,520,329

長期貸付金 58,974 79,636

その他 308,546 307,916

貸倒引当金 △47,037 △46,026

投資その他の資産合計 4,464,205 3,861,855

固定資産合計 13,315,040 13,040,202

資産合計 27,898,671 27,679,888
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

平成20年６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20年３月31日

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,792,152 4,688,410

短期借入金 3,220,000 2,820,000

1年内返済予定の長期借入金 370,000 412,000

未払法人税等 212,464 312,497

繰延税金負債 519 －

賞与引当金 207,425 390,696

役員賞与引当金 － 3,000

その他 832,133 810,201

流動負債合計 9,634,695 9,436,806

固定負債

長期借入金 1,904,000 1,987,000

繰延税金負債 387,589 174,423

退職給付引当金 934,232 961,690

役員退職慰労引当金 204,000 197,407

負ののれん 23,035 30,714

その他 18,651 19,452

固定負債合計 3,471,508 3,370,687

負債合計 13,106,204 12,807,493

純資産の部

株主資本

資本金 2,201,205 2,201,205

資本剰余金 2,277,505 2,277,505

利益剰余金 7,776,073 7,716,409

自己株式 △130,951 △130,659

株主資本合計 12,123,832 12,064,461

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,434,280 1,035,203

繰延ヘッジ損益 7,693 2,235

為替換算調整勘定 △46,204 341,382

評価・換算差額等合計 1,395,768 1,378,820

少数株主持分 1,272,866 1,429,112

純資産合計 14,792,467 14,872,394

負債純資産合計 27,898,671 27,679,888
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㈱パーカーコーポレーション(9845)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 7,204,059

売上原価 5,181,311

売上総利益 2,022,747

販売費及び一般管理費 1,639,001

営業利益 383,746

営業外収益 59,405

受取利息 9,127

受取配当金 18,027

負ののれん償却額 7,926

持分法による投資利益 5,469

為替差益 6,402

その他 12,451

営業外費用 24,728

支払利息 18,599

その他 6,129

経常利益 418,422

特別損失 98,682

固定資産除却損 1,342

たな卸資産評価損 97,340

税金等調整前四半期純利益 319,739

法人税、住民税及び事業税 124,595

法人税等調整額 △5,284

少数株主利益 35,444

四半期純利益 164,984
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㈱パーカーコーポレーション(9845)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６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 319,739

減価償却費 200,455

有形固定資産除却損 1,342

負ののれん償却額 △7,678

賞与引当金の増減額（△は減少） △182,059

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,294

持分法による投資損益（△は益） △5,469

売上債権の増減額（△は増加） 83,167

たな卸資産の増減額（△は増加） △154,086

仕入債務の増減額（△は減少） 203,673

その他 108,823

小計 540,614

利息及び配当金の受取額 30,548

利息の支払額 △16,581

法人税等の支払額 △210,146

営業活動によるキャッシュ・フロー 344,435

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 △182,906

投資有価証券の取得による支出 △4,577

貸付金の回収による収入 20,662

その他 △5,859

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,680

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） 400,000

長期借入金の返済による支出 △125,000

配当金の支払額 △105,321

その他 △10,622

財務活動によるキャッシュ・フロー 159,055

現金及び現金同等物に係る換算差額 △250,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 80,293

現金及び現金同等物の期首残高 3,321,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,401,386
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㈱パーカーコーポレーション(9845)平成21年３月期 第１四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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20年４月１日 至 平成20年６月30日)

（単位：千円）

機械部門
化成品
部門

化学品
部門

産業用
素材部門

機材部門
その他
部門

消去
又は全社

連結

１ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

585,094 1,314,818 1,795,884 2,217,162 631,880 659,218 ― 7,204,059

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,868 1,432 ― 2,248 56,755 22,554 (84,859) ―

計 586,963 1,316,250 1,795,884 2,219,410 688,636 681,772 (84,859) 7,204,059

営 業 費 用 695,030 1,155,781 1,613,935 2,084,803 680,584 675,038 (84,859) 6,820,313

営 業 利 益 △108,066 160,469 181,949 134,606 8,052 6,734 ― 383,746

(注) １ 商品・サービス別の経営管理区分にしたがって、事業区分を行っております。
　 ２ 各事業の主な取扱い区分に属する主要製品

事業区分 主要製品

機械部門 食品・化学設備機械、製靴機械・材料、自動車関連設備機械、粉体塗装機器

化成品部門
自動車用材料(ボディーシーラー、アンダーコート他)
自動車部品(剛性補助材、制振材、中空発泡部材他)
ガラス用シール材

化学品部門
工業用洗浄剤、液晶関連ファインケミカル、洗車ケミカル他工業用薬品、洗
浄設備、バレル研磨機、研磨材料

産業用素材部門 自動車用防音材、家電用防音材

機材部門 鉄鋼・特殊鋼設備機械、ケミカル(塗料・薬品)、道路機材

その他部門 石油関連商品、不動産賃貸他、介護機器
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㈱パーカーコーポレーション(9845)平成21年３月期 第１四半期決算短信

〔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20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　 （単位：千円）

日本 アジア 米州 欧州 計
消去

又は全社
連結

１ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

5,891,609 973,618 114,883 223,948 7,204,059 ― 7,204,059

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

313,683 122,933 2,570 8,632 447,819 (447,819) ―

計 6,205,292 1,096,551 117,454 232,580 7,651,879 (447,819) 7,204,059

営 業 費 用 6,012,388 947,072 102,271 206,399 7,268,132 (447,819) 6,820,313

営 業 利 益 192,903 149,478 15,182 26,181 383,746 ― 383,746

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域
　 １ 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。
　 ２ 各区分に属する主な国又は地域……アジア：中国、韓国、タイ、台湾
　 米州：アメリカ
　 欧州：オランダ、ロシア、チェコ

〔海外売上高〕

当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年６月30日)

アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 998,128 117,117 339,669 1,454,915

Ⅱ 連結売上高(千円) 7,204,059

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

13.9 1.6 4.7 20.2

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域
　 １ 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。
　 ２ 各区分に属する主な国又は地域……アジア：中国、韓国、タイ、台湾
　 米州：アメリカ
　 欧州：オランダ、ロシア、チェコ

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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㈱パーカーコーポレーション(9845)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円) 百分率

売上高 7,045,085 100.0

売上原価 5,135,560 72.9

売上総利益 1,909,525 27.1

販売費及び一般管理費 1,587,232 22.5

営業利益 322,292 4.6

営業外収益

　受取利息 3,240

　受取配当金 11,761

　負ののれん償却額 7,926

　その他 25,139

　営業外収益合計 48,067 0.7

営業外費用

　支払利息 7,568

　持分法による投資損失 6,866

　その他 4,908

　営業外費用合計 19,343 0.3

経常利益 351,016 5.0

特別損失

　固定資産売却損 1,489

　固定資産除却損 294

　役員退職慰労引当金繰入 27,464

　持分変動損益 19,670

　特別損失合計 48,918 0.7

税金等調整前四半期純利益 302,098 4.3

税金費用 126,697 1.8

少数株主利益 50,534 0.7

四半期純利益 124,866 1.8
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㈱パーカーコーポレーション(9845)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

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 302,098

　減価償却費 182,559

　有形固定資産売却損益（△は益） 294

　負ののれん償却額 △ 7,678

　持分法による投資損益（△は益） 6,866

　持分変動損益 19,670

　売上債権の増減額（△は増加） △ 172,047

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 213,729

　仕入債務の増減額（△は減少） 188,830

　前受金の増減額（△は減少） 10,652

　その他 △ 215,464

　小計 102,050

　利息及び配当金の受取額 10,771

　利息の支払額 △ 6,048

　法人税等の支払額 △ 332,891

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 226,117

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 △ 269,833

　有形固定資産の売却による収入 2,160

　投資有価証券の取得による支出 △ 53,836

　その他 △ 9,106

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 330,616

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） 518,000

　長期借入金の返済による支出 △ 280,000

　少数株主からの払込による収入 238,155

　配当金の支払額 △ 106,937

　その他 △ 3,746

　財務活動によるキャッシュ・フロー 365,470

現金及び現金同等物に係る換算差額 35,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 155,707

現金及び現金同等物の期首残高 3,602,866

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,447,158
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