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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 10,936 △25.7 66 △91.2 26 △96.4 △78 ―
21年3月期第2四半期 14,726 0.8 757 △1.3 726 △8.6 369 △0.4

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

22年3月期第2四半期 △2.97 ―
21年3月期第2四半期 14.02 ―

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

22年3月期第2四半期 25,032 13,611 49.4 470.19
21年3月期 24,346 13,178 49.6 458.28

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,377百万円 21年3月期  12,065百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ― 1.50
22年3月期 

（予想）
― 1.50 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

通期 22,000 △15.4 490 △36.8 370 △18.3 110 △24.3 4.18
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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）  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、５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、５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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 26,801,452株 21年3月期  26,801,452株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  477,106株 21年3月期  474,078株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 26,325,984株 21年3月期第2四半期 26,329,806株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）におけるわが国経済は、前
年度後半において発生した世界規模の金融危機の影響を受け景気低迷が続きました。各国の積極的な景気
対策により緩やかな回復の兆候が見られ、内需拡大政策により中国をはじめとする一部アジア諸国におい
ては回復は堅調に推移しているものの、日本及び欧米諸国では、設備投資の減少や雇用情勢の悪化のも
と、企業収益や個人消費の本格的な回復には至っておりません。 
このような経済情勢の下、当社グループにおきましては生産部門における操業調整、全社的経費削減の

推進並びに新規販路の開拓等に努めてまいりましたが、主要産業である自動車生産の回復基調を背景に、
個別業績では、機械部門を除く全部門で当初予想を上回りました。 
連結業績では、機械部門における設備投資関連需要の大幅減少や産業用素材部門におけるタイやチェコ

での家電防音材の需要減少も大きく響き、更に円高による為替差損、デリバティブ損の発生もあり、当初
予想を大きく下回りました。 
売上高は10,936百万円（前年同期比25.7％減）、営業利益は66百万円（前年同期比91.2％減）、経常利

益は26百万円（前年同期比96.4％減）となり、四半期純損失は78百万円（前年同期の四半期純利益は369
百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 
（機械部門、化学品部門及び化工品部門では、平成21年４月に実施した組織再編に伴い、前年同期実績を
新規「事業の種類別セグメント」に換算して対比しております。） 
  

・機械部門 
自動車業界を主体とする生産設備関連の大口物件は減少したことにより、減収減益となりました。 
当部門の売上高は1,109百万円（前年同期比6.5％減）、営業損失は135百万円（前年同期の営業損失は61

百万円）となりました。 
  

・化成品部門 
中国市場における自動車業界向け製造販売は好調に推移し、国内においても部分的には回復基調も見られ

当初の販売予想を上回りましたが、前年対比においては減収減益となりました。 
当部門の売上高は1,916百万円（前年同期比30.7％減）、営業利益は212百万円（前年同期比37.1％減）と

なりました。 
  

・化学品部門 
当部門は、組織再編の実施により従前の化学品部門における一般工業用ケミカルと従前の機材部門（鉄鋼

業界向け設備機械や脱砂等の表面処理用ケミカル）を統合して発足しました。 
鉄鋼、自動車及び家電等製造業全般の操業は低水準で推移し、建設機械の需要減少等もあり減収減益とな

りました。 
当部門の売上高は1,960百万円（前年同期比38.5％減）、営業損失は124百万円（前年同期の営業利益は

148百万円）となりました。 
  

・産業用素材部門 
中国での自動車業界向け製造販売は堅調に推移しましたが、欧州及びタイの家電市場における顧客需要が

大幅に減少したことにより、減収減益となりました。 
当部門の売上高は3,555百万円（前年同期比22.5％減）、営業利益は93百万円（前年同期比60.3％減）と

なりました。 
  

・化工品部門 
当部門は、従前の化学品部門における自動車用洗車ケミカルと液晶関連ファインケミカル及び従前の機械

部門における工業用熱風機関連の営業部門から再編されました。 
高速料金の割引制度やエコポイント制度の導入効果等により、洗車ケミカル及び液晶関連のファインケミ

カルの販売は当初予想を上回りましたが、前年対比においては減収減益となりました。 
当部門の売上高は1,467百万円（前年同期比8.5％減）、営業利益は35百万円（前年同期比59.9％減）とな

りました。 
  

・その他部門 
当部門では、製商品や原材料の貿易業務を主体としておりますが、景気低迷の影響による石油製品の販売

減少、及びロシア及び中国向けケミカル品の販売不振により減収減益となりました。 
当部門の売上高は927百万円（前年同期比33.6％減）、営業損失は15百万円（前年同期の営業利益は７百

万円）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、以下のとおりです。 
  
日本においては、自動車及び家電業界におけるエコ減税効果等により局部的には景気持ち直しの兆候が見

られましたが、全般的には国内需要は低調に推移したことにより、売上高は8,669百万円（前年同期比
25.7％減）、営業損失は140百万円（前年同期の営業利益は321百万円）となり減収減益となりました。 
アジアでは、中国における自動車業界での景気回復傾向が見られましたが、家電業界では在庫調整による

製造販売の不振並びに為替の影響等により売上高は1,873百万円(前年同期比16.3％減）、営業利益は224百
万円(前年同期比32.8％減）となり減収減益となりました。 
米国では、景気低迷による商品需要の落ち込みにより、売上高は215百万円(前年同期比3.4％減）、営業

利益は10百万円(前年同期比64.4％減）となり減収減益となりました。 
欧州では、チェコにおける家電メーカーによる大幅な減産の影響を受けて、売上高は177百万円(前年同期

比70.3％減）、営業損失は28百万円(前年同期の営業利益は71百万円）となり減収減益となりました。 
  

当第２四半期における総資産は、前連結会計年度末と比べ686百万円増加し、25,032百万円となりまし
た。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加（417百万円）と保有株式の株価の上昇に伴う投資有価証券
の増加（452百万円）によるものです。 
負債は前連結会計年度末と比べ253百万円増加し、11,421百万円となりました。主な要因は、支払手形

及び買掛金の増加(445百万円）と借入金の減少（186百万円）によるものです。 
純資産はその他評価差額金の増加（289百万円）等により13,611百万円となりました。 
  
キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結会計期間末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、148百万円の減少の4,005百万円となりました。 

  

（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、税金等調整前四半期純利益24百万円（前年同期比617百万円

減）、売上債権の増加によるキャッシュ・フロー減少279百万円（前年同期比693百万円減）、仕入債務の
増加266百万円（前年同期比239百万円増加）、法人税等の還付額118百万円の収入、減価償却費394百万円
（前年同期比25百万円減）等により、390百万円の収入（前年同期比535百万円減）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により、

380百万円の支出（前年同期比７百万円減）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137百万円（前年同期は246百万円

の支出）等により、326百万円の支出（前年同期比222百万円増加）となりました。 

  

今後の世界経済はアジア域内経済の回復並びに経済対策効果に牽引された緩やかな回復基調がみられる
ものの、個人消費の低迷、設備投資の先送り等、依然として厳しい経営環境が続くものと思われます。 
そのような状況を考慮し、当社グループといたしましては、第２四半期連結累計期間の業績を 低とす

べく、全社一丸となり業績拡大に努力する所存であります。 
なお、通期の業績予想の修正につきましては、平成21年10月30日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。 

  

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
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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２四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２四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。 

  

  セグメント情報の変更 
当第１四半期連結会計期間より、国内外市場における潜在需要の発掘及び営業力の強化と活性化を目

的として、組織再編を実施したことに伴い、経営管理区分を変更したため、事業の種類別セグメントの
事業区分の方法を変更しております。具体的には、従前の化学品部門を「化学品部門」と「化工品部
門」（新設）の２部門に分離し、（新）化学品部門には、一般工業用ケミカルを主体として従前の機材
部門を統合し、新設の化工品部門には、洗車ケミカルと液晶関連のファインケミカルを主体として機械
部門の工業用熱風機関連の営業部門を統合しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,098,328 4,176,167

受取手形及び売掛金 6,312,539 5,894,656

商品及び製品 1,454,969 1,478,477

仕掛品 28,188 16,762

原材料及び貯蔵品 443,746 380,584

繰延税金資産 192,760 182,466

その他 521,481 604,956

貸倒引当金 △6,090 △6,005

流動資産合計 13,045,923 12,728,065

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,079,669 4,684,679

減価償却累計額 △2,322,967 △2,173,032

建物及び構築物（純額） 2,756,702 2,511,646

機械装置及び運搬具 3,043,400 2,635,723

減価償却累計額 △1,970,317 △1,648,861

機械装置及び運搬具（純額） 1,073,083 986,861

土地 4,238,089 4,220,509

リース資産 205,069 152,937

減価償却累計額 △69,191 △49,000

リース資産（純額） 135,878 103,936

建設仮勘定 63,018 240,320

その他 2,702,142 2,700,737

減価償却累計額 △2,313,967 △2,241,317

その他（純額） 388,175 459,420

有形固定資産合計 8,654,949 8,522,694

無形固定資産   

リース資産 85,719 94,971

その他 32,143 36,371

無形固定資産合計 117,862 131,342

投資その他の資産   

投資有価証券 2,868,130 2,416,111

長期貸付金 54,162 56,987

繰延税金資産 3,402 134,695

その他 344,258 406,072

貸倒引当金 △55,900 △49,888

投資その他の資産合計 3,214,054 2,963,978

固定資産合計 11,986,866 11,618,015

資産合計 25,032,789 24,346,081
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,575,059 3,129,110

短期借入金 3,054,795 3,104,000

1年内返済予定の長期借入金 1,400,000 187,000

リース債務 81,800 76,708

未払法人税等 91,432 68,048

賞与引当金 288,459 275,855

その他 382,520 533,557

流動負債合計 8,874,067 7,374,281

固定負債   

長期借入金 950,000 2,300,000

リース債務 146,424 126,175

繰延税金負債 134,236 111,410

退職給付引当金 907,195 913,384

役員退職慰労引当金 167,926 203,651

負ののれん 68,154 －

その他 173,678 139,097

固定負債合計 2,547,617 3,793,719

負債合計 11,421,684 11,168,000

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,205 2,201,205

資本剰余金 2,277,406 2,277,469

利益剰余金 7,495,938 7,651,176

自己株式 △131,746 △131,272

株主資本合計 11,842,803 11,998,578

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 794,321 504,801

繰延ヘッジ損益 △44,631 △39,728

為替換算調整勘定 △215,020 △398,469

評価・換算差額等合計 534,669 66,602

少数株主持分 1,233,631 1,112,898

純資産合計 13,611,104 13,178,080

負債純資産合計 25,032,789 24,346,081
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,726,905 10,936,373

売上原価 10,678,314 8,058,978

売上総利益 4,048,591 2,877,394

販売費及び一般管理費 3,291,520 2,810,936

営業利益 757,070 66,458

営業外収益   

受取利息 19,832 13,784

受取配当金 22,050 17,883

負ののれん償却額 15,852 8,018

為替差益 1,354 －

その他 34,391 39,652

営業外収益合計 93,482 79,338

営業外費用   

支払利息 34,918 31,830

持分法による投資損失 714 7,045

デリバティブ評価損 73,114 33,146

為替差損 － 39,849

その他 14,899 7,501

営業外費用合計 123,648 119,373

経常利益 726,903 26,422

特別利益   

投資有価証券売却益 46,490 －

特別利益合計 46,490 －

特別損失   

固定資産除却損 4,376 1,882

投資有価証券評価損 29,737 －

たな卸資産評価損 97,340 －

特別損失合計 131,454 1,882

税金等調整前四半期純利益 641,938 24,540

法人税、住民税及び事業税 238,017 74,403

法人税等調整額 △37,119 △8,145

法人税等合計 200,897 66,258

少数株主利益 71,884 36,367

四半期純利益又は四半期純損失（△） 369,156 △78,085
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 641,938 24,540

減価償却費 419,682 394,537

有価証券売却損益（△は益） △46,490 －

投資有価証券評価損益（△は益） 29,737 －

有形固定資産除却損 4,376 1,882

負ののれん償却額 △15,357 △8,018

デリバティブ評価損益（△は益） 73,114 33,146

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,410 12,165

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,237 △6,206

受取利息及び受取配当金 △41,883 △31,667

支払利息 34,918 31,830

持分法による投資損益（△は益） 714 7,045

売上債権の増減額（△は増加） 413,456 △279,788

たな卸資産の増減額（△は増加） △190,828 43,470

仕入債務の増減額（△は減少） 26,549 266,486

その他 △115,022 △161,095

小計 1,209,083 328,329

利息及び配当金の受取額 45,292 30,956

利息の支払額 △34,032 △30,851

法人税等の支払額 △294,680 △56,419

法人税等の還付額 － 118,229

営業活動によるキャッシュ・フロー 925,662 390,243

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） 10,190 △70,250

有形固定資産の取得による支出 △385,903 △293,891

投資有価証券の取得による支出 △114,593 △3,515

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 21,324 2,824

その他 △2,544 △15,332

投資活動によるキャッシュ・フロー △387,751 △380,164

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） 258,000 △89,950

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △44,509

長期借入金の返済による支出 △246,000 △137,000

配当金の支払額 △105,321 △52,654

その他 △10,577 △2,445

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,899 △326,559

現金及び現金同等物に係る換算差額 △181,324 140,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 252,688 △175,883

現金及び現金同等物の期首残高 3,321,093 4,153,857

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 27,074

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,573,781 4,005,048

㈱パーカーコーポレーション(9845)平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 9 -



該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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

1,388,812 2,765,860 3,395,807 4,586,289 1,193,905 1,396,230 ― 14,726,905

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,864 2,788 38 2,265 68,673 47,146 (123,777) ―

計 1,391,677 2,768,648 3,395,845 4,588,555 1,262,578 1,443,376 (123,777) 14,726,905

営業利益(△営業損失） △129,279 337,580 329,330 236,500 △24,575 7,513 ― 757,070

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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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 

 
    ３ 事業区分の方法の変更 

当第１四半期連結会計期間より、国内外市場における潜在需要の発掘及び営業力の強化と活性
化を目的として、組織再編を実施したことに伴い、経営管理区分を変更しております。 
これに伴い、事業区分を「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」から、「機械部門」「化成品部門」「化学品部門」「産業用素材部
門」「化工品部門」「その他部門」に変更しております。 
具体的には、従前の化学品部門を「化学品部門」と「化工品部門」の２部門に分離し、化学品
部門には、一般工業用ケミカルを主体として従前の機材部門を統合し、化工品部門には、洗車
ケミカルと液晶関連のファインケミカルを主体として機械部門の工業用熱風機関連の営業部門
を統合しております。 
なお、当第２四半期連結累計期間の事業区分によった場合の前第２四半期連結累計期間の事業
の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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

化工品
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

1,109,004 1,916,274 1,960,301 3,555,949 1,467,644 927,198 ― 10,936,373

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

473 100,179 9,175 3 1,001 25,883 (136,716) ―

計 1,109,478 2,016,453 1,969,477 3,555,952 1,468,646 953,081 (136,716) 10,936,373

営業利益(△営業損失） △135,390 212,350 △124,905 93,899 35,601 △15,096 ― 66,458

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、バレル研磨機、研磨材料、鉄鋼・特殊鋼設備機械 
ケミカル(塗料・薬品)、道路機材

産業用素材部門 自動車用防音材、家電用防音材

化工品部門
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 
工業用熱風機

その他部門 石油関連商品、不動産賃貸他、介護機器

機械部門
化成品 
部門

化学品
部門

産業用
素材部門

化工品
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

1,186,473 2,765,860 3,187,409 4,586,289 1,604,641 1,396,230 ― 14,726,905

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― 2,788 68,711 2,265 2,864 47,146 （123,777） ―

計 1,186,473 2,768,648 3,256,121 4,588,555 1,607,506 1,443,376 （123,777） 14,726,905

営業利益(△営業損失） △61,316 337,580 148,106 236,500 88,685 7,513 ― 757,070
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

（単位：千円） 

 
(注) 国又は地域の区分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 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（単位：千円） 

 
(注) 国又は地域の区分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 

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

11,666,961 2,239,343 222,995 597,604 14,726,905 ― 14,726,905

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

475,405 259,464 11,802 16,061 762,733 (762,733) ―

計 12,142,367 2,498,807 234,797 613,665 15,489,638 (762,733) 14,726,905

営業利益 321,600 334,266 30,105 71,097 757,070 ― 757,070

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

8,669,813 1,873,905 215,367 177,286 10,936,373 ― 10,936,373

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

297,168 177,590 ― 9,608 484,367 (484,367) ―

計 8,966,982 2,051,496 215,367 186,894 11,420,741 (484,367) 10,936,373

営業利益(△営業損失) △140,021 224,478 10,732 △28,731 66,458 ― 66,458

㈱パーカーコーポレーション(9845)平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 12 -



  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注) 国又は地域の区分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 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
(注) 国又は地域の区分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。 

アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,297,131 234,297 848,645 3,380,073

Ⅱ 連結売上高(千円) 14,726,905

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

15.6 1.6 5.8 23.0

アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,923,570 217,183 322,441 2,463,195

Ⅱ 連結売上高(千円) 10,936,373

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.6 2.0 2.9 22.5

(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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