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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】

 

回次
第133期

第３四半期
連結累計期間

第134期
第３四半期
連結累計期間

第133期

会計期間
自 2017年４月１日
至 2017年12月31日

自 2018年４月１日
至 2018年12月31日

自 2017年４月１日
至 2018年３月31日

売上高 (百万円) 83,433 92,238 114,840

経常利益 (百万円) 16,690 15,736 20,750

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 10,403 9,785 12,721

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 18,484 6,121 20,256

純資産額 (百万円) 161,781 166,166 163,255

総資産額 (百万円) 211,629 220,715 219,988

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 85.74 80.64  104.85

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 64.8 63.3  62.9
 

 

回次
第133期

第３四半期
連結会計期間

第134期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2017年10月１日
至 2017年12月31日

自 2018年10月１日
至 2018年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 33.24 31.08
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。

４　「株式給付信託（BBT）」に残存する自社の株式は、第133期第３四半期連結累計期間・第133期連結会計年

度及び第134期第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期（当期）純利益の算定上、期中平均株式数の計

算において控除する自己株式に含めております。

５　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第134期第１

四半期連結会計期間の期首から適用しており、第133期第３四半期連結累計期間及び第133期連結会計年度に

係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 
 

 

EDINET提出書類

日本パーカライジング株式会社(E00898)

四半期報告書

 2/22



 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容

に　ついて、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

 

   （薬品事業）

　連結子会社でありましたパーカー興産㈱は、当社に吸収合併されたため、連結の範囲から除外しております。

 
 (装置事業）

パーカーエンジニアリングアメリカ㈱については、新たに会社を設立したことにより連結子会社に含めておりま

す。

 
（加工事業）

日照パーカー表面処理有限公司については、新たに会社を設立したことにより連結子会社に含めております。

 
この結果、2018年12月31日現在では、当社グループは、当社、子会社45社及び関連会社11社より構成されることと

なりました。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連

結会計年度との比較・分析を行っております。

 
(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年12月31日まで）におけるわが国経済は、堅調な設備投

資や雇用環境の改善が続くなど緩やかな回復基調となりました。一方、世界経済においては、米中の貿易摩擦問

題の拡大や金融資本市場の変動による影響など、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。

当社グループを取り巻く事業環境は、主要な供給先であります自動車業界では、国内の自動車生産は伸び悩ん

でおり、中国をはじめ海外においても成長が鈍化しております。もう一つの柱である鉄鋼業界では、国内の鋼材

需要は堅調に推移しておりますが、中国では調整局面を迎えております。

このような状況のなか、当社グループでは、当連結会計年度を最終年度とする第２次中期経営計画のもと、

「事業基盤の強化・拡大」、「技術立社」、「企業体質の基盤強化」を三本柱に既存分野の更なる深耕、新規事

業分野への積極的なチャレンジを推進しております。また、お客様満足度を高める迅速で的確なサービスと高品

質製品供給のために、グローバルな品質改善活動と開発体制強化に努めております。

（売上高）

売上高は92,238百万円と前第３四半期連結累計期間(以下、前期)に比べ8,805百万円（10.6％）の増収となりま

した。国内及び海外においては中国で設備物件の検収があがり増収で推移いたしました。事業の種類別セグメン

ト毎の売上高は、前期に比べ薬品事業が4.4％、装置事業が46.4％、加工事業が4.1％、その他が4.3％とすべての

セグメントにおいて増収で推移しております。また、地域別セグメントは、国内が8.5％、アジアが15.9％、欧米

が2.5％の増収で推移しております。（セグメントの増減率は外部顧客売上高を基礎にしております。）

（営業利益）

営業利益は13,198百万円と前期に比べ△904百万円（△6.4％）の減益となりました。売上総利益は32,836百万

円と前期に比べ115百万円（0.4％）の増益に留まり、販売費及び一般管理費は19,638百万円と連結子会社の増加

もあり前期に比べ1,020百万円（5.5％）増加いたしました。この内訳は人件費が2.1％、経費が10.6％それぞれ増

加いたしました。

（経常利益）

経常利益は15,736百万円と前期に比べ△954百万円（△5.7％）の減益となりました。営業外の収支は2,537百万

円の収入となり、前期に比べ△49百万円減少いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間の総資産経常

利益率（ROA）は7.1％（年換算9.5％）と前期に比べ1.1ポイント減少いたしました。

（親会社株主に帰属する四半期純利益）

親会社株主に帰属する四半期純利益は9,785百万円と前期に比べ△618百万円（△5.9％）の減益となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の自己資本利益率（ROE）は7.0％（年換算9.4％）と前期に比べ1.0ポイン

ト減少いたしました。
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セグメント情報ごとの業績は、次のとおりであります。

①薬品事業

外部顧客に対する売上高は35,882百万円と前期に比べ1,519百万円（4.4％）の増収となり、営業利益は6,629百

万円と△789百万円（△10.6％）の減益となりました。当事業部門は、金属などの表面に耐食性、耐摩耗性、潤滑

性など機能性向上を目的とする化成皮膜を施し、素材の付加価値を高める薬剤などを中心に製造・販売しており

ます。金属表面処理剤の販売は伸び悩んでおりますが、国内では連結子会社の増加により増収となりました。収

益面では原材料費の高騰や国内子会社の吸収合併による統合費用等の影響を受け、減益で推移いたしました。

②装置事業

外部顧客に対する売上高は18,190百万円と前期に比べ5,762百万円（46.4％）の増収となり、営業利益は600百

万円と△180百万円（△23.1％）の減益となりました。当事業部門は、輸送機器業界を中心に前処理設備及び塗装

設備や粉体塗装設備などを製造・販売しております。国内では増収増益で推移いたしましたが、中国では大幅に

増収となる一方で収益率は低下し減益で推移いたしました。

③加工事業

外部顧客に対する売上高は34,650百万円と前期に比べ1,379百万円（4.1％）の増収となり、営業利益は6,722百

万円と前期と同水準となりました。当事業部門は、熱処理加工、防錆加工、めっき処理などの表面処理の加工

サービスを提供しております。国内では自動車部品における加工処理の需要増加により、防錆・熱処理加工とも

に順調に推移いたしました。海外では前期後半以降、メキシコの新工場が順調に稼動しております。収益面では

米国や中国で設備改修のための一時的な費用が発生したこともあり、収益率が低下いたしました。

④その他

外部顧客に対する売上高は3,515百万円と前期に比べ143百万円（4.3％）の増収となり、営業利益は157百万円

と12百万円（8.8％）の増益となりました。当事業部門は、為替の影響を受けない国内を中心に、ビルメンテナン

ス事業、運送事業、太陽光発電事業などを営んでおります。

 
(2) 財政状態の分析

（資産の部）

資産合計は、前連結会計年度末と比較し727百万円増加し220,715百万円となりました。主な増減といたしまし

ては、流動資産では受取手形及び売掛金が917百万円、たな卸資産が2,736百万円、前渡金などにより流動資産そ

の他が1,945百万円それぞれ増加いたしました。固定資産では有形固定資産1,557百万円増加した一方で、投資有

価証券の時価の減少などにより投資その他の資産が△6,301百万円減少いたしました。

（負債の部）

負債合計は、前連結会計年度末と比較し△2,183百万円減少し54,548百万円となりました。主な増減といたしま

しては、流動負債では支払手形及び買掛金が2,865百万円増加した一方で、未払法人税等が△1,107百万円、賞与

引当金が△1,240百万円それぞれ減少いたしました。固定負債では繰延税金負債などにより固定負債その他が△

2,411百万円減少いたしました。

（純資産の部）

非支配株主持分を含めた純資産合計は、前連結会計年度末と比較し2,910百万円増加し166,166百万円となりま

した。主な増減といたしましては、利益剰余金が6,816百万円、非支配株主持分が1,495百万円増加した一方で、

その他有価証券評価差額金と為替換算調整勘定の減少などにより、その他の包括利益累計額が△5,409百万円減少

いたしました。

以上の結果、自己資本比率は63.3％と前連結会計年度末と比較し0.4ポイント増加するとともに、１株当たり純

資産は1,151円88銭と11円60銭増加いたしました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

当社は、当社株式の大量買付が行われた場合の手続きを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要

かつ十分な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値・株

主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、2007年６月28日開催の第122期定時株主総会において株主

の承認を受け、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下「本買収防衛策」といいます。）を導入いたしま

した。

　本買収防衛策の有効期間は、第131期定時株主総会終結の時までとなっておりましたので、当社は、2016年５月

16日開催の取締役会において、情勢の変化等を踏まえ、本買収防衛策を一部修正した上で継続することを決議

し、2016年６月29日開催の第131期定時株主総会において承認されました。

　本買収防衛策の概要といたしましては、当社の発行済株式総数の20％以上となる株式の買付または公開買付を

実施しようとする買付者には、必要情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。社外有識者等から構成

された独立委員会は、外部専門家等の助言を得て、買付内容の評価・検討、株主の皆様への情報開示と取締役会

が提案した代替案の検討、必要に応じて買付者との交渉等を行います。買付者が本買収防衛策に定める手続きを

遵守しない場合や、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買付であると独立委員会が判断した場合に

は、対抗措置の発動（買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権無償割当ての実

施）を取締役会に勧告し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保いたします。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、1,604百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(5) 従業員数

①　連結会社の状況

当第３四半期連結累計期間において、連結会社の従業員数の著しい増減はありません。

なお、従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの

出向者を含む就業人数であります。　

②　提出会社の状況

当第３四半期累計期間において、提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

なお、従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人数であります。　

 

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第３四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

 

(7) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における

計　画の著しい変更はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2018年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 132,604,524 132,604,524
東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式
（単元株式数　100株）

計 132,604,524 132,604,524 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2018年12月31日 ― 132,604,524 ― 4,560 ― 3,912
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2018年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2018年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 ―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

8,242,200

(相互保有株式)
普通株式 ― 同上

6,532,900

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,177,870 同上
117,787,000

単元未満株式
普通株式

 ― 同上
42,424

発行済株式総数
　　　　

132,604,524
 ― ―

総株主の議決権 ― 1,177,870 ―
 

(注)１　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
    
　自己保有株式  30 株
　相互保有株式 ㈱雄元 98  
 パーカー熱処理工業㈱ 26  
 浜松熱処理工業㈱ 76  
 パーカー加工㈱ 42  
 長泉パーカライジング㈱ －  
 

２　「完全議決権株式（その他）」の普通株式数には、「株式給付信託（BBT）」の信託財産として資産管理サー

ビス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する株式 179,500株（議決権の数1,795個）が含まれております。
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② 【自己株式等】

2018年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本パーカライジング
株式会社

東京都中央区
日本橋一丁目15－１

8,242,200 ― 8,242,200 6.21

(相互保有株式)
株式会社雄元

東京都中央区
日本橋二丁目16－８

4,708,900 ― 4,708,900 3.55

(相互保有株式)
パーカー熱処理工業
株式会社

東京都中央区
日本橋二丁目16－８

1,129,800 ― 1,129,800 0.85

(相互保有株式)
浜松熱処理工業
株式会社

静岡県浜松市南区寺脇町
718

618,000 ― 618,000 0.46

(相互保有株式)
パーカー加工株式会社

東京都中央区
日本橋一丁目15－１

65,700 ― 65,700 0.04

(相互保有株式)
長泉パーカライジング
株式会社

静岡県駿東郡長泉町
下長窪1088

10,500 ―  10,500 0.00

計 ― 14,775,100 ― 14,775,100 11.14
 

（注）　「株式給付信託（BBT）」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する株

式 179,500株については、上記の自己株式等に含まれておりません。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動は、ありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2018年10月１日から2018年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

日本パーカライジング株式会社(E00898)

四半期報告書

10/22



１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 55,673 55,867

  受取手形及び売掛金 ※1  39,980 ※1  40,898

  有価証券 1,632 1,293

  商品及び製品 2,725 2,915

  仕掛品 1,907 4,358

  原材料及び貯蔵品 4,598 4,693

  その他 3,572 5,518

  貸倒引当金 △167 △165

  流動資産合計 109,921 115,379

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 20,443 21,756

   機械装置及び運搬具（純額） 16,621 16,934

   土地 16,139 16,174

   建設仮勘定 4,615 4,614

   その他（純額） 2,077 1,975

   有形固定資産合計 59,897 61,455

  無形固定資産 1,390 1,403

  投資その他の資産   

   投資有価証券 37,397 31,532

   退職給付に係る資産 104 84

   その他 11,371 10,956

   貸倒引当金 △96 △96

   投資その他の資産合計 48,777 42,476

  固定資産合計 110,066 105,335

 資産合計 219,988 220,715

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※1  21,201 ※1  24,067

  短期借入金 190 100

  1年内返済予定の長期借入金 1,271 837

  未払法人税等 2,474 1,367

  賞与引当金 2,578 1,337

  その他 ※1  12,179 ※1  12,508

  流動負債合計 39,895 40,217

 固定負債   

  長期借入金 1,601 1,339

  退職給付に係る負債 9,491 9,659

  その他 5,742 3,331

  固定負債合計 16,836 14,330

 負債合計 56,732 54,548
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,560 4,560

  資本剰余金 4,286 4,286

  利益剰余金 122,455 129,271

  自己株式 △7,539 △7,531

  株主資本合計 123,762 130,587

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 12,943 8,419

  繰延ヘッジ損益 3 3

  為替換算調整勘定 1,693 797

  退職給付に係る調整累計額 △50 △39

  その他の包括利益累計額合計 14,589 9,179

 非支配株主持分 24,902 26,398

 純資産合計 163,255 166,166

負債純資産合計 219,988 220,715
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

売上高 83,433 92,238

売上原価 50,711 59,401

売上総利益 32,721 32,836

販売費及び一般管理費 18,618 19,638

営業利益 14,103 13,198

営業外収益   

 受取利息 159 185

 受取配当金 556 659

 受取賃貸料 302 356

 持分法による投資利益 917 897

 為替差益 312 83

 その他 564 763

 営業外収益合計 2,813 2,946

営業外費用   

 支払利息 34 68

 その他 191 340

 営業外費用合計 225 408

経常利益 16,690 15,736

特別利益   

 固定資産売却益 20 44

 投資有価証券償還益 70 -

 その他 - 0

 特別利益合計 90 44

特別損失   

 固定資産除売却損 76 100

 環境対策費 14 -

 その他 9 0

 特別損失合計 100 100

税金等調整前四半期純利益 16,680 15,679

法人税等 4,337 3,925

四半期純利益 12,342 11,753

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,938 1,968

親会社株主に帰属する四半期純利益 10,403 9,785
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

四半期純利益 12,342 11,753

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 5,300 △4,513

 為替換算調整勘定 663 △892

 退職給付に係る調整額 13 11

 持分法適用会社に対する持分相当額 164 △238

 その他の包括利益合計 6,141 △5,632

四半期包括利益 18,484 6,121

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 16,130 4,460

 非支配株主に係る四半期包括利益 2,353 1,661
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

前連結会計年度において連結子会社でありましたパーカー興産㈱は、当社に吸収合併されたため、連結の範囲

から除外しております。

 日照パーカー表面処理有限公司及びパーカーエンジニアリングアメリカ㈱については、新たに会社を設立した

ことにより連結子会社に含めております。

 
(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
 至　2018年12月31日)

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)

　「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しております。これにより個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一

時差異の取扱いを、連結財務諸表における子会社株式又は関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異の取

扱いに合わせ、繰延税金負債の取崩しを行いました。

　なお、当該変更に伴う影響は軽微であります。
 

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第３四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
 至　2018年12月31日)

(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。
 

 

 

(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

 

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2018年12月31日）

受取手形 764百万円 677百万円

支払手形 878  1,468

設備支払手形 64 139
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

減価償却費 3,947百万円 4,366百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　2017年４月１日　至　2017年12月31日)

 

１　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年６月29日
定時株主総会

普通株式 1,236 10.00 2017年３月31日 2017年６月30日 利益剰余金

2017年11月６日
取締役会

普通株式 1,236 10.00 2017年９月30日 2017年12月８日 利益剰余金
 

（注）2017年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が

保有する自社の株式に対する配当金１百万円が含まれております。

　2017年11月６日取締役会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が保有

する自社の株式に対する配当金１百万円が含まれております。

 
(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

２　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2018年４月１日　至　2018年12月31日)

 

１　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月28日
定時株主総会

普通株式  1,607 13.00 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金

2018年11月５日
取締役会

普通株式 1,360 11.00 2018年９月30日 2018年12月10日 利益剰余金
 

（注）2018年６月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が

保有する自社の株式に対する配当金２百万円が含まれております。

　　　2018年６月28日定時株主総会決議による１株当たり配当額には創立90周年記念配当２円が含まれております。

 2018年11月５日取締役会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が保有

する自社の株式に対する配当金１百万円が含まれております。

 
(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

２　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)

１．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

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

薬品事業 装置事業 加工事業 計

売上高         

(1)外部顧客に対する
 　売上高

34,363 12,427 33,270 80,061 3,371 83,433 ─ 83,433

(2)セグメント間の内部
  売上高又は振替高

906 356 46 1,309 864 2,173 △2,173 ─

計 35,269 12,784 33,317 81,371 4,235 85,606 △2,173 83,433

セグメント利益又は
損失（△）

7,418 781 6,722 14,922 144 15,067 △964 14,103
 

（注） １ 「その他」は、報告セグメントに含まれない区分であり、ビルメンテナンス事業、運送事業、太陽光発電

事業などを含んでおります。

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△964百万円には、セグメント間取引消去262百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△1,226百万円が含まれております。なお、全社費用は、各報告セグメン

トに帰属しない一般管理費及び技術研究費であります。

３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 
 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)

１．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

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

薬品事業 装置事業 加工事業 計

売上高         

(1)外部顧客に対する
 　売上高

35,882 18,190 34,650 88,723 3,515 92,238 ─ 92,238

(2)セグメント間の内部
  売上高又は振替高

795 427 31 1,254 971 2,226 △2,226 ─

計 36,677 18,617 34,681 89,977 4,487 94,464 △2,226 92,238

セグメント利益又は
損失（△）

6,629 600 6,722 13,952 157 14,110 △912 13,198
 

（注） １ 「その他」は、報告セグメントに含まれない区分であり、ビルメンテナンス事業、運送事業、太陽光発電

事業などを含んでおります。

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△912百万円には、セグメント間取引消去320百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△1,233百万円が含まれております。なお、全社費用は、各報告セグメン

トに帰属しない一般管理費及び技術研究費であります。

３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

１株当たり四半期純利益  85円74銭 80円64銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 10,403 9,785

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

10,403 9,785

普通株式の期中平均株式数(株) 121,335,199 121,337,568
 

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

２．株主資本において自己株式として計上されている資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が保有する

自社の株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め

ております。

１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数

前第３四半期連結累計期間192,294株、当第３四半期連結累計期間 183,759株
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(重要な後発事象)

 
  （自己株式の取得）

   当社は、2019年２月４日開催の取締役会において、下記の通り、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

 適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議いたしました。

   また、併せて会社法第163条の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、連結子会社である

 浜松熱処理工業株式会社が有する自己株式の取得に係る事項について決議いたしました。

 
 　Ⅰ.自己株式の取得（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）

      ①自己株式の取得を行う理由　株主還元及び資本効率の向上と、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の

                                  遂行を図るため。

      ②取得対象株式の種類  　　 当社普通株式

      ③取得し得る株式の総数　　　1,000,000株（上限）

      ④株式の取得価格の総額　　　1,200,000,000円（上限）

      ⑤自己株式の取得期間　　　　2019年２月５日～2019年４月30日

      ⑥取得方法　　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

 
   Ⅱ.自己株式の取得（会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得）

      ①自己株式の取得を行う理由　会社法第135条第３項の規定により、子会社が保有する当社普通株式を

                                  取得するため。

      ②取得対象株式の種類       当社普通株式

      ③取得する株式の総数　　　　618,076株

      ④株式の取得価格の総額　　　788,664,976円

 　　　　　　　　　　　　　　　　（2019年２月１日の東京証券取引所における当社普通株式の終値1,276円に

 　　　　　　　　　　　　　　　　　618,076株を乗じた金額）

      ⑤自己株式の取得日程　　　　2019年２月４日（売買契約締結日）

                          　　　　2019年２月15日（権利移転予定日）

      ⑥取得方法　　　　　　　　　相対取引

 
　なお、取得する株式のうち、当社の持分相当分については、当第３四半期連結会計期間末における四半期連

結貸借対照表の純資産の部に自己株式として計上しております。

 
 
２ 【その他】

第134期(2018年４月１日から2019年３月31日まで)中間配当については、2018年11月５日開催の取締役会において、

2018年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 1,360百万円

②　１株当たりの金額 11円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2018年12月10日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2019年２月14日

日本パーカライジング株式会社

取 締 役 会 御中

 

東 陽 監 査 法 人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 宝   金   正   典 印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 榎   倉   昭   夫 印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 平　　井　　　　　肇 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本パーカライ

ジング株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2018年10月１日

から2018年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本パーカライジング株式会社及び連結子会社の2018年12月31日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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