
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

 

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成22年８月２日

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22年８月12日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 6,355 29.2 388 ─ 346 ─ 180 ─

22年３月期第１四半期 4,920 △31.7 △138 ─ △159 ─ △161 ─

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

23年３月期第１四半期 6 .87 ―

22年３月期第１四半期 △6 .13 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 25,671 13,953 49.3 481 .16

22年３月期 25,627 13,806 49.1 478 .19

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 12,666百万円 22年３月期 12,588百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ― 1 .50 ― 1 .50 3 .00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 1 .50 ─ 1 .50 3 .00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 12,000 9.7 500 652.4 550 ─ 300 ─ 11 .40

通期 25,000 7.9 1,200 119.2 1,300 123.8 700 ─ 26 .59



 

 
  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

     新規 ─社（                        ）、除外 ─社（                       ）

(注)連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注)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有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(注)「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計
処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 26,801,452株 22年３月期 26,801,452株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 477,318株 22年３月期 477,206株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 26,324,162株 22年３月期１Ｑ 26,326,850株

(注意事項)
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当第1四半期におけるわが国経済は、欧州金融不安や国内の政局不安が懸念されるものの中国やインド
をはじめとする新興国の経済成長に牽引され、景気後退からようやく回復傾向が見られるようになりまし
たが、円高やデフレ、雇用問題等の懸念材料もあり依然として予断を許さない状況で推移しました。 
このような経済情勢の下、当社グループにおきましては、中期的観点からのグローバル化の促進並びに

営業体制刷新のもと新規顧客と新規需要の開拓に努めると共に経費の効率化を継続的に推進しました。 
その結果、当社グループの第1四半期の連結業績は、売上高は6,355百万円（前年同四半期比29.2％

増）、営業利益は388百万円（前年同四半期の営業損失は138百万円）、経常利益は346百万円（前年同四
半期の経常損失は159百万円）となり、四半期純利益は180百万円（前年同四半期の四半期純損失は161百
万円）の増収増益となりました。 

  

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 
欧米向け設備物件の受注は減少しましたが、経費削減により損失額を縮小いたしました。 

 当部門の売上高は、502百万円（前年同四半期比4.9％減）、営業損失は 27百万円（前年同四半期の営業
損失は69百万円）となりました。 
  

・化成品部門 
中国における自動車生産が拡大するとともに、国内での需要も堅調に推移しました。 

 当部門の売上高は、1,258百万円（前年同四半期比51.5％増）、営業利益は153百万円（前年同四半期比
112.7％増）となりました。 
  

・化学品部門 
鉄鋼、自動車及び家電関連の製造業における稼動回復により売上高が増加しました。また、経費削減によ

り収益が改善されました。 
 当部門の売上高は、1,042百万円（前年同四半期比16.5％増）、営業損失は20百万円（前年同四半期の営
業損失は77百万円）となりました。 
  

・産業用素材部門 
国内外における自動車及び家電関連での新規需要の開拓及び顧客需要の回復により製造販売は、好調に推

移しました。 
 当部門の売上高は、2,331百万円（前年同四半期比51.7％増）、営業利益は282百万円（前年同四半期の営
業損失は40百万円）となりました。 
  

・化工品部門 
洗車及び液晶関連市場は堅調に推移したものの、設備物件の減少により売上は減少しました。 

一方、台湾における現地生産拡大によるコストダウンにより収益性が向上しました。 
 当部門の売上高は、700百万円（前年同四半期比2.7％減）、営業損失は4百万円（前年同四半期の営業損
失は14百万円）となりました。 
  

・その他部門 
国内における石油製品販売の回復もあり増収増益となりました。 

 当部門の売上高は、520百万円（前年同四半期比26.9％増）、営業利益は5百万円（前年同四半期の営業損
失は7百万円）となりました。 
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末と比べ44百万円増加し、25,671百万円となりまし
た。主な要因は、売上の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加（96百万円）、上海製薬工場建設等に伴う
建設仮勘定の増加（177百万円）及び保有株式の株価の下落に伴う投資有価証券の減少（218百万円）によ
るものです。 
負債は前連結会計年度末と比べ103百万円減少し、11,718百万円となりました。主な要因は、支払手形

及び買掛金の減少（154百万円）によるものです。 
純資産は前連結会計年度末と比べ147百万円増加し、13,953百万円となりました。主な要因は、利益剰

余金の増加（141百万円）によるものです。 
  

キャッシュ・フローの状況 

当第１四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、4百万円の増加の4,152百万円となりました。 

  

（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325百万円（前年同四半期比486百万
円増加）、減価償却費161百万円（前年同四半期比29百万円減少）がありましたが、売上債権の増加によ
るキャッシュ・フロー減少85百万円（前年同四半期比505百万円減少）、法人税等の支払額109百万円の支
出等により、22百万円の収入（前年同四半期は22百万円の支出）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、上海製薬工場等の有形固定資産の取得による支出等により、83
百万円の支出（前年同四半期比8百万円増加）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、短期借入金による収入100百万円（前年同四半期は89百万円の
支出）、配当金の支払39百万円（前年同四半期は52百万円の支出）等により、12百万円の収入（前年同四
半期は278百万円の支出）となりました。 

  

平成23年3月期の連結業績予想につきましては、平成22年5月10日に公表の業績予想から変更はありませ
ん。なお、実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、当社を取り巻く経済情勢・需要動
向等の変化、金融情勢の変化、地価の大幅な変動等があります。 
このような状況に於きましても、当社グループといたしましては、積極的な営業展開並びに経営の合理

化を継続し業容拡大に向け努力してまいる所存であります。業況の変化等により今後修正の必要が生じた
場合は、適時かつ適切に開示してまいります。 

  

(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
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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額を見積り、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会計処理 

  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資産除去債務に関する会計基準等の適用 
当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日）を適用しております。 
これにより、営業利益は42千円、経常利益は233千円、税金等調整前四半期純利益は6,855千円減少し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は9,623千円であります。 
②持分法に関する会計基準等の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平
成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 
これによる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ありません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（連結の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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,218,765 4,248,902

受取手形及び売掛金 7,044,800 6,948,617

商品及び製品 1,439,298 1,359,394

仕掛品 40,478 30,698

原材料及び貯蔵品 481,424 458,875

繰延税金資産 211,320 206,727

その他 376,907 382,464

貸倒引当金 △8,846 △8,348

流動資産合計 13,804,149 13,627,332

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,042,779 5,006,449

減価償却累計額 △2,432,713 △2,375,221

建物及び構築物（純額） 2,610,065 2,631,228

機械装置及び運搬具 2,754,530 2,880,938

減価償却累計額 △1,931,492 △2,001,611

機械装置及び運搬具（純額） 823,038 879,326

土地 4,210,561 4,202,458

リース資産 200,685 198,349

減価償却累計額 △87,677 △79,486

リース資産（純額） 113,008 118,863

建設仮勘定 234,583 56,942

その他 2,624,160 2,594,007

減価償却累計額 △2,229,797 △2,197,398

その他（純額） 394,363 396,608

有形固定資産合計 8,385,619 8,285,427

無形固定資産

リース資産 67,009 74,193

その他 19,738 22,428

無形固定資産合計 86,747 96,622

投資その他の資産

投資有価証券 2,985,342 3,203,542

長期貸付金 47,500 50,500

繰延税金資産 5,809 5,276

その他 522,078 524,788

貸倒引当金 △165,316 △165,580

投資その他の資産合計 3,395,414 3,618,526

固定資産合計 11,867,782 12,000,576

資産合計 25,671,931 25,627,909

㈱パーカーコーポレーション(9845)平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 5 -



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,840,009 3,994,505

短期借入金 3,003,040 2,902,884

1年内返済予定の長期借入金 2,000,000 2,000,000

リース債務 73,408 75,709

未払法人税等 123,526 134,418

賞与引当金 157,858 285,662

その他 739,997 538,850

流動負債合計 9,937,839 9,932,031

固定負債

長期借入金 275,000 300,000

リース債務 112,958 123,833

繰延税金負債 171,484 245,952

退職給付引当金 896,926 900,218

役員退職慰労引当金 176,471 177,195

負ののれん 56,127 60,136

その他 91,506 82,498

固定負債合計 1,780,473 1,889,835

負債合計 11,718,313 11,821,866

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 2,277,406

利益剰余金 7,734,814 7,593,538

自己株式 △131,779 △131,761

株主資本合計 12,081,646 11,940,388

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 848,711 983,386

繰延ヘッジ損益 △17,263 △17,203

為替換算調整勘定 △246,926 △318,514

評価・換算差額等合計 584,522 647,668

少数株主持分 1,287,448 1,217,985

純資産合計 13,953,617 13,806,042

負債純資産合計 25,671,931 25,627,909
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 4,920,332 6,355,822

売上原価 3,629,167 4,508,319

売上総利益 1,291,164 1,847,502

販売費及び一般管理費 1,429,688 1,458,528

営業利益又は営業損失（△） △138,524 388,974

営業外収益

受取利息 7,739 3,790

受取配当金 16,950 13,291

負ののれん償却額 4,009 4,009

その他 12,641 11,125

営業外収益合計 41,340 32,216

営業外費用

支払利息 16,604 15,565

持分法による投資損失 9,442 5,301

デリバティブ評価損 10,656 20,231

為替差損 19,846 27,593

その他 5,888 5,914

営業外費用合計 62,438 74,606

経常利益又は経常損失（△） △159,621 346,584

特別利益

固定資産売却益 － 1,639

特別利益合計 － 1,639

特別損失

固定資産売却損 － 12,143

固定資産除却損 1,780 3,683

投資有価証券評価損 － 206

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,621

特別損失合計 1,780 22,656

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△161,401 325,568

法人税、住民税及び事業税 △6,260 98,097

法人税等調整額 △4,055 1,330

法人税等合計 △10,315 99,427

少数株主損益調整前四半期純利益 － 226,140

少数株主利益 10,255 45,377

四半期純利益又は四半期純損失（△） △161,341 180,762
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△161,401 325,568

減価償却費 191,057 161,222

投資有価証券評価損益（△は益） － 206

負ののれん償却額 △4,009 △4,009

デリバティブ評価損益（△は益） 10,656 20,231

賞与引当金の増減額（△は減少） △126,775 △127,962

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,221 △3,292

受取利息及び受取配当金 △24,689 △17,081

支払利息 16,604 15,565

持分法による投資損益（△は益） 9,442 5,301

有形固定資産除却損 1,780 3,683

有形固定資産売却損益（△は益） － 10,504

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,621

売上債権の増減額（△は増加） 419,759 △85,302

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,133 △107,497

仕入債務の増減額（△は減少） △339,225 △158,735

その他 62,107 75,595

小計 △4,048 120,620

利息及び配当金の受取額 24,494 19,408

利息の支払額 △9,566 △7,417

法人税等の支払額 △33,308 △109,717

営業活動によるキャッシュ・フロー △22,428 22,894

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 △72,232 △125,720

有形固定資産の売却による収入 － 2,764

投資有価証券の取得による支出 △3,283 △1,208

貸付金の回収による収入 662 3,000

その他 △370 37,424

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,223 △83,740

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） △89,760 100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △21,726 △20,815

長期借入金の返済による支出 △112,000 △25,000

配当金の支払額 △52,654 △39,486

その他 △2,074 △1,789

財務活動によるキャッシュ・フロー △278,215 12,907

現金及び現金同等物に係る換算差額 117,777 52,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258,089 4,202

現金及び現金同等物の期首残高 4,153,857 4,147,817

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 3,922,842 4,152,020

㈱パーカーコーポレーション(9845)平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 8 -



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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

(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

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

528,758 830,908 894,316 1,536,307 719,912 410,128 ― 4,920,332

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

172 46,168 3,543 ― 955 12,523 (63,363) ―

計 528,931 877,076 897,859 1,536,307 720,868 422,652 (63,363) 4,920,332

営業利益(△営業損失) △69,346 72,385 △77,931 △40,965 △14,680 △7,986 ― △138,524

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、介護機器
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前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

  

【所在地別セグメント情報】

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

4,026,518 699,902 113,228 80,682 4,920,332 ― 4,920,332

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

148,053 114,115 ─ ─ 262,168 (262,168) ―

計 4,174,571 814,017 113,228 80,682 5,182,501 (262,168) 4,920,332

営業利益(△営業損失) △161,809 34,136 8,045 △18,897 △138,524 ― △138,524

【海外売上高】

アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 729,561 114,748 134,848 979,158

Ⅱ 連結売上高(千円) 4,920,332

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

14.8 2.3 2.8 19.9
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

1. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについ

て国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「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」の５つを報告セグメン

トとしております。 

「機械部門」は、食品機械・製靴機械・自動車関連設備機械等の製造販売をしております。「化成品

部門」は、自動車用製造ライン向けシーリング材・アンダーコート・車体軽量化と剛性補助材料の中空

発泡部材・ガラス用シール材等の製造販売をしております。「化学品部門」は、工業用洗浄剤・鉄鋼設

備機械等の製造販売をしております。「産業用素材部門」は、自動車用防音材・家電用防音材等の製造

販売をしております。「化工品部門」は、液晶関連ファインケミカル・洗車ケミカル他工業用薬品・工

業用熱風機等の製造販売をしております。 

  

2. 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 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

（単位：千円）

 
 (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、石油関連商品・不動産賃貸・

介護機器を含んでおります。 

  ２ 報告セグメントの利益と四半期連結損益計算書の営業利益との差額は、「その他」の区分の利益でありま

す。 

  

該当事項はありません。 

報告セグメント
その他
(注) １

調整額

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注) ２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

計

売上高

外部顧客への売上高 502,708 1,258,940 1,042,116 2,331,269 700,509 5,835,544 520,277 ― 6,355,822

セグメント間の内部
売上高又は振替高 182 49,869 7,535 13,482 403 71,472 16,960 △88,433 ―

計 502,890 1,308,809 1,049,652 2,344,751 700,912 5,907,017 537,238 △88,433 6,355,822

セグメント利益  
(△セグメント損失)

△27,751 153,977 △20,782 282,339 △4,348 383,433 5,541 ― 388,974

(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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