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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 21,503 ― 830 ― 719 ― 411 ―
20年3月期第3四半期 21,832 △2.7 1,248 △31.4 1,328 △30.3 701 △42.0

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3四半期 15.63 ―
20年3月期第3四半期 26.26 ―

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3四半期 26,573 13,929 47.6 480.00
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3四半期  12,637百万円 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  有   

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 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 6.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 27,000 △8.8 550 △65.3 500 △69.3 250 △70.8 9.50

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 
 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  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3四半期  472,860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3四半期  26,329,552株 20年3月期第3四半期  26,708,271株
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第3四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31日）におけるわが国経済は、世界的な金
融危機が実体経済に波及し、さらに原油や原材料価格の乱高下等もあり、急激な景気後退局面を迎えてお
ります。 
このような経済情勢の下、当社グループの第3四半期の連結業績は、主に自動車や家電業界における大

手ユーザーの在庫調整や減産により販売が減少するとともに、急激な円高による為替差損や投資有価証券
の評価損の計上も発生したため、大幅な減益となりました。 
売上高は21,503百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益は830百万円（前年同期比33.4％減）、経常利

益は719百万円（前年同期比45.8％減）となり、第3四半期純利益は411百万円（前年同期比 41.3％減）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 
自動車及び食品関連の設備物件の減少により減収及び営業損失となりました。設備投資関連の償却費用

が減少したことにより損失は縮小しました。 
 当部門の売上高は2,093百万円（前年同期比13.9％減）、営業損失は214百万円（前年同期の営業損失は 
254百万円）となりました。 
  

・化成品部門 
国内においては自動車業界の減産による影響を受けましたが、海外での製造・販売が堅調に推移し、増

収増益となりました。 
 当部門の売上高は3,975百万円（前年同期比2.3％増）、営業利益は443百万円（前年同期比24.7％増）
となりました。 
  
・化学品部門 
大型設備の受注や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となりまし

たが、原材料価格の高騰等の影響を受け減益となりました。 
 当部門の売上高は4,886百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は422百万円（前年同期比22.5％減）
となりました。 

  
・産業用素材部門 
国内販売はユーザーの減産の影響を受け、アジア地区における自動車及び家電用部品の在庫調整により

販売は減少しました。また製造につきましては、国内外共に原材料価格の高騰と円高の影響を受け減益と
なりました。 
 当部門の売上高は6,335百万円（前年同期比6.2％減）、営業利益は251百万円（前年同期比54.8％減）
となりました。 
  

・機材部門 
中国における大型設備物件の売上により、増収となりましたが、原材料価格の高騰と海外大型案件の検

収の遅れに伴う大幅な経費の増加により増収減益となりました。 
 当部門の売上高は2,071百万円（前年同期比10.5％増）、営業損失は82百万円（前年同期の営業損失は 
27百万円）となりました。 
  

・その他部門 
上半期における石油関連商品の価格高騰により国内での売上高が増加し増収となりましたが、ロシア及

び中国向けケミカル品の販売が低調で円高の影響もあり減益となりました。 
 当部門の売上高は2,141百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益は9百万円（前年同期比86.7％減）と
なりました。 
  

・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
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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３四半期実績及び対前年

第３四半期増減率は省略いたします。 
  
日本においては、内需低迷により設備物件や自動車関連部品等の受注の減少及び原材料価格の高騰によ

り、減収減益となりました。 
 この結果、売上高は17,000百万円、営業利益は270百万円となりました。 
  
アジアでは、家電メーカーの在庫調整等による製造販売の減少がありましたが大型設備案件の受注によ

り増収となりました。しかし原材料価格の高騰及び円高の影響等により減益となりました。 
 この結果、売上高は3,565百万円、営業利益は466百万円となりました。 
  
米国では、大型物件は減少しましたが新規商品（粉体塗装機器）の販売が軌道に乗ったことにより減収

増益となりました。 
 この結果、売上高は304百万円、営業利益は37百万円となりました。 
  

 欧州では、家電メーカー向け部品の需要増加に伴う売上増により増収増益となりました。 
  この結果、売上高は633百万円、営業利益は56百万円となりました。 

  

第3四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比べ1,106百万円減少し、26,573百万円
となりました。主な要因は、保有株式の株価下落に伴う投資有価証券の減少1,005百万円によるもので
す。負債は前連結会計年度末と比べ163百万円減少し、12,644百万円となりました。主な要因は、繰延税
金負債の減少141百万円によるものです。純資産は円高による為替換算調整勘定367百万円の減少及びその
他評価差額金589百万円の減少により、前連結会計年度末と比べ943百万円減少し、13,929百万円となりま
した。 
  
キャッシュ・フローの状況  
第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払416百万円がありまし

たが、税金等調整前四半期純利益787百万円、減価償却費638百万円等により1,210百万円の収入となりま
した。  
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入302百万円や投資有価証券の売

却による収入83百万円はありましたが、工場用地取得及び自動車用金型、生産設備等の有形固定資産の取
得による支出554百万円等により、249百万円の支出となりました。  
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払210百万円等により170百万円の支出となりまし

た。 
この結果、第3四半期連結期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、535百万円

の増加の3,856百万円となりました。  
  

平成21年3月期におけるわが国経済の見通しは、景気後退が一層強まっていくものと思われます。  
 当社グループも一丸になって新規需要の獲得に邁進するとともに、既に12月より役員報酬の一定割合カ
ットや全社的経費削減を実施しておりますが、需要の低迷や急激な為替レートの変動等厳しい経営環境が
続き、更には市場競争の激化も必至のことと判断し下方修正をすることといたします。  
 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。 
  
配当予想について 
当社は、財務体質と経営基盤の強化を図り、長期的な視点に立って株主の皆様への安定的な配当を継続

することを心がけております。 
しかしながら、平成21年３月期の期末配当金につきましては、経営環境の厳しい状況であり、通期の業

績を勘案した上で、２円とさせていただきます。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

㈱パーカーコーポレーション（9845）平成21年３月期　第３四半期決算短信

-3--3-



該当事項はありません。 
  

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３四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３四半期連結会計期間末の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）繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
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。  

  

4）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。 
  

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 
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。  
  

  

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,856,716 3,344,697

受取手形及び売掛金 7,594,170 8,350,573

商品及び製品 1,746,309 1,805,523

仕掛品 53,884 16,426

原材料及び貯蔵品 465,757 332,895

繰延税金資産 299,730 236,143

その他 625,159 561,398

貸倒引当金 △7,671 △7,971

流動資産合計 14,634,057 14,639,686

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,779,553 4,860,229

減価償却累計額 △2,150,678 △2,066,819

建物及び構築物（純額） 2,628,874 2,793,410

機械装置及び運搬具 2,363,270 2,308,159

減価償却累計額 △1,540,873 △1,486,784

機械装置及び運搬具（純額） 822,396 821,375

土地 4,260,263 4,328,969

建設仮勘定 196,992 203,896

その他 3,199,963 3,033,572

減価償却累計額 △2,326,024 △2,056,438

その他（純額） 873,939 977,133

有形固定資産合計 8,782,466 9,124,786

無形固定資産 40,905 53,560

投資その他の資産   

投資有価証券 2,551,261 3,520,329

長期貸付金 57,649 79,636

繰延税金資産 244,984 3,635

その他 308,550 304,280

貸倒引当金 △46,826 △46,026

投資その他の資産合計 3,115,620 3,861,855

固定資産合計 11,938,992 13,040,202

資産合計 26,573,050 27,679,888
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,675,244 4,688,410

短期借入金 3,200,000 2,820,000

1年内返済予定の長期借入金 170,000 412,000

未払法人税等 196,601 312,497

賞与引当金 198,737 390,696

役員賞与引当金 － 3,000

その他 957,721 810,201

流動負債合計 9,398,305 9,436,806

固定負債   

長期借入金 1,900,000 1,987,000

繰延税金負債 33,002 174,423

退職給付引当金 900,813 961,690

役員退職慰労引当金 195,887 197,407

負ののれん 7,678 30,714

その他 208,336 19,452

固定負債合計 3,245,718 3,370,687

負債合計 12,644,023 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 2,277,469 2,277,505

利益剰余金 7,917,225 7,716,409

自己株式 △131,064 △130,659

株主資本合計 12,264,834 12,064,461

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 445,866 1,035,203

繰延ヘッジ損益 △47,035 2,235

為替換算調整勘定 △25,876 341,382

評価・換算差額等合計 372,955 1,378,820

少数株主持分 1,291,236 1,429,112

純資産合計 13,929,027 14,872,394

負債純資産合計 26,573,050 27,679,888
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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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 21,503,308

売上原価 15,797,406

売上総利益 5,705,901

販売費及び一般管理費 4,874,941

営業利益 830,960

営業外収益  

受取利息 25,596

受取配当金 41,188

負ののれん償却額 23,779

その他 48,325

営業外収益合計 138,889

営業外費用  

支払利息 51,431

持分法による投資損失 27,933

デリバティブ評価損 106,820

為替差損 46,546

その他 17,870

営業外費用合計 250,601

経常利益 719,248

特別利益  

固定資産売却益 244,515

投資有価証券売却益 46,490

特別利益合計 291,005

特別損失  

固定資産売却損 5,099

固定資産除却損 33,540

投資有価証券評価損 87,141

たな卸資産評価損 97,340

特別損失合計 223,121

税金等調整前四半期純利益 787,132

法人税、住民税及び事業税 317,015

法人税等調整額 △35,487

法人税等合計 281,528

少数株主利益 94,149

四半期純利益 411,454
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 787,132

減価償却費 638,172

投資有価証券売却損益（△は益） △46,490

投資有価証券評価損益（△は益） 87,141

有形固定資産売却損益（△は益） △239,415

有形固定資産除却損 33,540

デリバティブ評価損益（△は益） 106,820

負ののれん償却額 △23,035

賞与引当金の増減額（△は減少） △190,467

退職給付引当金の増減額（△は減少） △60,585

受取利息及び受取配当金 △66,785

支払利息 51,431

持分法による投資損益（△は益） 27,933

売上債権の増減額（△は増加） 681,425

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,258

仕入債務の増減額（△は減少） △8,795

その他 △21,703

小計 1,608,060

利息及び配当金の受取額 64,357

利息の支払額 △45,481

法人税等の支払額 △416,328

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,210,607

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 16,169

有形固定資産の取得による支出 △554,776

有形固定資産の売却による収入 302,208

投資有価証券の取得による支出 △116,703

投資有価証券の売却による収入 83,776

貸付金の回収による収入 21,987

その他 △1,925

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,265

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） 380,000

長期借入金の返済による支出 △329,000

配当金の支払額 △210,639

その他 △10,772

財務活動によるキャッシュ・フロー △170,411

現金及び現金同等物に係る換算差額 △255,807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 535,123

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 3,856,216
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

（単位：千円）

 
(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 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

2,093,971 3,975,143 4,886,558 6,335,577 2,071,015 2,141,041 ― 21,503,308

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

4,002 3,283 52 1,986 75,166 84,916 (169,408) ―

計 2,097,974 3,978,426 4,886,611 6,337,563 2,146,182 2,225,957 (169,408) 21,503,308

営  業  費  用 2,312,180 3,534,430 4,463,818 6,085,836 2,229,082 2,216,408 (169,408) 20,672,348

営  業  利  益 
  (△は営業損失）

△214,205 443,995 422,792 251,727 △82,899 9,549 ― 830,960

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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〔所在地別セグメント情報〕 
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

                              （単位：千円） 

 
(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〕 

 
(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 

  

該当事項はありません。 

  

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

17,000,040 3,565,566 304,660 633,040 21,503,308 ― 21,503,308

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

662,773 348,347 17,826 33,024 1,061,972 (1,061,972) ―

計 17,662,814 3,913,914 322,486 666,065 22,565,280 (1,061,972) 21,503,308

営  業  費  用 17,392,379 3,447,355 284,543 610,041 21,734,320 (1,061,972) 20,672,348

営  業  利  益 270,434 466,558 37,943 56,023 830,960 ― 830,960

当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)

アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,651,617 340,041 970,285 4,961,944

Ⅱ 連結売上高(千円) 21,503,308

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.0 1.6 4.5 23.1

(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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前第３四半期連結累計期間に係る財務諸表等 

（1）（要約）四半期連結損益計算書 

「参考資料」

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円) 百分率

売上高 21,832,364 100.0

売上原価 15,834,174 72.5

売上総利益 5,998,189 27.5

販売費及び一般管理費 4,749,383 21.8

営業利益 1,248,806 5.7

営業外収益

 受取利息 18,949

 受取配当金 31,648

 負ののれん償却額 23,779

 持分法による投資利益 14,556

 その他 33,523

 営業外収益合計 122,457 0.6

営業外費用

 支払利息 35,937

 その他 6,478

 営業外費用合計 42,415 0.2

経常利益 1,328,848 6.1

特別利益

 固定資産売却益 3,483

 貸倒引当金戻入益 16,379

 特別利益合計 19,863 0.1

特別損失

 固定資産売却損 2,186

 固定資産除却損 54,399

 役員退職慰労引当金繰入額 27,464

 持分変動損益 19,670

 特別損失合計 103,721 0.5

税金等調整前四半期純利益 1,244,990 5.7

税金費用 384,231 1.8

少数株主利益 159,220 0.7

四半期純利益 701,537 3.2

㈱パーカーコーポレーション（9845）平成21年３月期　第３四半期決算短信

-11--11-



（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31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 1,244,990

 減価償却費 663,571

 有形固定資産売却損益（△は益） △3,483

 有形固定資産除却損 23,635

 負ののれん償却額 △23,035

 持分法による投資損益（△は益） △14,556

 持分変動損益 19,670

 売上債権の増減額（△は増加） 440,031

 たな卸資産の増減額（△は増加） △251,342

 仕入債務の増減額（△は減少） △67,268

 前受金の増減額（△は減少） 14,950

 その他 △520,743

 小計 1,526,420

 利息及び配当金の受取額 53,024

 利息の支払額 △35,957

 法人税等の支払額 △530,384

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,013,103

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 △1,070,426

 有形固定資産の売却による収入 4,470

 投資有価証券の取得による支出 △65,022

 その他 △10,455

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,141,434

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） 650,000

  長期借入金の借入による収入 1,300,000

 長期借入金の返済による支出 △1,855,000

 少数株主からの払込による収入 238,155

 配当金の支払額 △213,804

 その他 △53,609

 財務活動によるキャッシュ・フロー 65,740

現金及び現金同等物に係る換算差額 30,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,736

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 3,571,129
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