
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年10月24日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 プラマテルズ株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 2714 URL http://www.plamatels.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 菅原 正弘

問合せ先責任者 （役職名） 経営企画部 部長 （氏名） 山本 倫寛 TEL 03-5789-9700

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日 配当支払開始予定日 平成20年12月11日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 29,559 ― 547 ― 511 ― 281 ―

20年3月期第2四半期 27,820 11.1 504 △10.4 450 △11.2 423 43.4

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

21年3月期第2四半期 32.98 ―

20年3月期第2四半期 49.51 ―

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2四半期 23,148 5,603 24.1 651.71
20年3月期 23,402 5,504 23.4 640.30

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,571百万円 20年3月期  5,473百万円

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 ― 7.50 ― 12.50 20.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 16.00

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  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 56,500 △0.6 1,050 △3.6 980 3.9 570 △19.0 66.68

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、３ページ[定性的情報・財務諸表等]４．その他（２）をご覧下さい。  

(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、３ページ[定性的情報・財務諸表等]４．その他（３）をご覧下さい。  

(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 
１．平成20年７月25日に第１四半期決算短信で公表いたしました通期連結業績予想を修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が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。なお、上記予想に関する事項は、２ページ[定性的情報・財務諸表等]「３．連結業績予想
に関する定性的情報」をご覧下さい。 
３．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。又、「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。  

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2四半期  8,550,000株 20年3月期  8,550,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,550株 20年3月期  1,550株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  8,548,450株 20年3月期第2四半期  8,549,200株



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２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国の経済は2002年から６年間

にわたる戦後最長の景気回復がとぎれ後退局面に入ったと見られ、資源高と輸出鈍化で収益を圧迫された企業は生産

と設備投資を抑え、雇用者所得の低迷により個人消費も冷え込み、景気の減速が見られるようになりました。一方、

米国の景気は金融危機の直撃で一段の減速が予想され、新興国経済の足取りも重くなりつつあります。  

  このような状況下、当社グループを取り巻く合成樹脂業界におきましては、合成樹脂の基礎原料であるエチレン

の当第２四半期連結累計期間における生産量は、3,470千トンと前年同期比7.3％の減少となりました。これは誘導品

の合成樹脂原料の生産が大幅に減産された為と思われます。しかしながら、当社グループの得意先においては、引き

続き順調な業績に恵まれ、当第２四半期連結累計期間の売上高は29,559百万円、営業利益は547百万円、経常利益は

511百万円、四半期純利益は281百万円となりました。 

 なお、事業の種類別セグメントに関しては、当社グループの取扱商品は合成樹脂関連に集約しているため、当該事

業以外に事業の種類がなくセグメント別には分類しておりません。 

   所在地別セグメントの業績は以下の通りであります。 

   ①日本 

 合成樹脂原料価格の高止まり状態の中、好調を維持した当社グループの得意先向け販売を確保したことなどに

より、当第２四半期連結累計期間において売上高は25,839百万円、営業利益は498百万円となりました。 

   ②アジア 

 好調を維持した海外取引先向け輸出に支えられ、第１四半期連結会計期間に引き続き売上高も順調に伸張し、

当第２四半期連結累計期間において売上高は3,719百万円、営業利益は49百万円となりました。 

   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は23,148百万円となり、前連結会計年度末に比べ254百万円の減少となりま

した。その要因は、受取手形及び売掛金を主とした流動資産の減少額167百万円及び投資有価証券を主とした固定資

産の減少額86百万円によるものであります。又、負債合計は17,544百万円となり、前連結会計年度末に比べ353百万

円の減少となりました。その要因は、支払手形及び買掛金に加え１年内返済予定の長期借入金を主とした流動負債の

減少額668百万円、及び長期借入金の増加を主とした固定負債の増加額314百万円によるものであります。 

 純資産の部は前連結会計年度末より99百万円増加し、5,603百万円となり、自己資本比率は24.1％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53百万円減少の1,634百万円になりました。当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは以下の

とおりであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

  営業活動により得られた資金は80百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が497百万円、売上

債権の減少額83百万円となりましたが、棚卸資産の増加額45百万円、仕入債務の減少額245百万円、また法人税等の

支払額317百万円等があった結果によるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」  

  投資活動により得られた資金は25百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出24百万円、定期預金

の払戻による収入48百万円等があった結果によるものです。  

「財務活動によるキャッシュ・フロー」  

  財務活動の結果使用した資金は144百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出363百万円、社債の償

還による支出50百万円、配当金の支払額106百万円などがあった一方、短期借入金の純増額85百万円、長期借入金の

借入による収入300百万円があった結果によるものです。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の世界経済は、アメリカの金融危機が欧州、新興国等全世界に及び、先行きの不透明感がますます強まるも

のと思われます。当合成樹脂業界においては、原油価格の上昇に歯止めがかかりつつある中、合成樹脂価格の下落が

懸念され、また不況により工業製品等の対欧米輸出の減少が懸念されます。このような状況を踏まえ通期の連結業績

は平成20年７月25日に第１四半期決算短信で公表いたしましたとおり修正せず据え置いております。 



 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） 

  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固定資産の減価償却費の算定方法  

  固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する

方法によっております。なお、定率法を採用している資産については、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。 

  ③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。 

  ④税金費用の計算  

  連結財務諸表における重要性が乏しい連結子会社については、経営環境に著しい変化が発生しておらず、一時

差異等の発生状況について前年度末から大幅な変更がないため、四半期財務諸表における税金費用の計算にあた

り、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する

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 

 当第２四半期連結会計期間を含む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（累計期間）に当該見積り実効税率を乗じて計算する方法によっておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

24,323千円減少しております。 

 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。 

  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 

  第１四半期連結会計期間より、「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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 ④リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日 日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。又、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結会計期間末の貸借対照表においてリース資産

が有形固定資産に9,150千円、無形固定資産に42,731千円計上されており、当第２四半期連結累計期間の営業利

益が640千円増加、経常利益、税金等調整前四半期純利益は、それぞれ116千円、1,091千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、軽微であります。 

  



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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,706,090 1,783,115

受取手形及び売掛金 17,779,815 17,925,002

商品及び製品 973,228 931,527

仕掛品 21,441 21,398

原材料及び貯蔵品 26,977 33,376

繰延税金資産 81,810 79,335

その他 296,652 280,256

貸倒引当金 △38,431 △38,994

流動資産合計 20,847,584 21,015,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 663,257 658,347

減価償却累計額 △382,304 △370,452

建物及び構築物（純額） 280,953 287,894

機械装置及び運搬具 186,390 188,039

減価償却累計額 △159,188 △156,323

機械装置及び運搬具（純額） 27,202 31,715

工具、器具及び備品 104,521 97,742

減価償却累計額 △83,722 △82,191

工具、器具及び備品（純額） 20,798 15,550

土地 220,690 220,690

リース資産 11,055 －

減価償却累計額 △1,904 －

リース資産（純額） 9,150 －

有形固定資産合計 558,795 555,851

無形固定資産   

リース資産 42,731 －

その他 8,510 33,807

無形固定資産合計 51,241 33,807

投資その他の資産   

投資有価証券 1,339,999 1,461,149

差入保証金 180,747 179,981

繰延税金資産 39,250 20,659

破産更生債権等 60,821 80,381

その他 134,193 139,319

貸倒引当金 △63,827 △83,297

投資その他の資産合計 1,691,183 1,798,193

固定資産合計 2,301,220 2,387,852

資産合計 23,148,805 23,402,870



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,511,003 13,816,050

短期借入金 2,438,316 2,352,907

1年内返済予定の長期借入金 96,000 426,000

1年内償還予定の社債 50,000 100,000

未払法人税等 215,324 324,777

賞与引当金 114,824 98,946

その他 191,259 166,139

流動負債合計 16,616,727 17,284,821

固定負債   

長期借入金 393,000 126,000

退職給付引当金 159,733 147,541

役員退職慰労引当金 23,298 20,015

繰延税金負債 220,017 230,872

その他 132,191 88,899

固定負債合計 928,240 613,329

負債合計 17,544,968 17,898,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 721,842 721,842

利益剰余金 3,738,604 3,563,547

自己株式 △919 △919

株主資本合計 5,252,577 5,077,520

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 318,361 369,774

繰延ヘッジ損益 △1,506 △1,760

為替換算調整勘定 1,669 28,007

評価・換算差額等合計 318,524 396,022

少数株主持分 32,735 31,178

純資産合計 5,603,837 5,504,720

負債純資産合計 23,148,805 23,402,870



（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）

当第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) 

売上高 29,559,176

売上原価 27,842,716

売上総利益 1,716,459

販売費及び一般管理費  

運賃 81,523

役員報酬 59,040

給料 331,566

賞与 15,920

賞与引当金繰入額 104,375

退職給付費用 15,652

役員退職慰労引当金繰入額 3,282

福利厚生費 86,267

旅費及び交通費 43,940

賃借料 109,807

支払手数料 53,225

租税公課 14,016

減価償却費 20,379

のれん償却額 25,000

その他 204,818

販売費及び一般管理費合計 1,168,817

営業利益 547,642

営業外収益  

受取利息 1,724

受取配当金 24,219

仕入割引 1,389

持分法による投資利益 995

その他 3,728

営業外収益合計 32,057

営業外費用  

支払利息 31,910

手形売却損 12,990

手形流動化手数料 7,033

為替差損 10,772

その他 5,962

営業外費用合計 68,669

経常利益 511,031

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,113

特別利益合計 5,113



（単位：千円）

当第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) 

特別損失  

固定資産売却損 8

固定資産除却損 113

投資有価証券売却損 11,811

投資有価証券評価損 5,655

リース会計基準の適用に伴う影響額 975

特別損失合計 18,564

税金等調整前四半期純利益 497,580

法人税等 213,360

少数株主利益 2,307

四半期純利益 281,912



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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 497,580

減価償却費 55,021

投資有価証券売却損益（△は益） 11,811

投資有価証券評価損益（△は益） 5,655

固定資産売却損益（△は益） 8

固定資産除却損 113

リース会計基準の適用に伴う影響額 975

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,032

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,878

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,192

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,282

受取利息及び受取配当金 △25,944

支払利息 31,910

売上債権の増減額（△は増加） 83,959

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,016

仕入債務の増減額（△は減少） △245,877

為替差損益（△は益） △1,804

破産更生債権等の増減額（△は増加） 19,560

持分法による投資損益（△は益） △995

その他 4,026

小計 402,306

利息及び配当金の受取額 25,944

利息の支払額 △30,946

法人税等の支払額 △317,016

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,287

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △24,058

定期預金の払戻による収入 48,028

有形固定資産の取得による支出 △13,440

有形固定資産の売却による収入 58

無形固定資産の取得による支出 △23

投資有価証券の取得による支出 △5,516

投資有価証券の売却による収入 21,944

貸付けによる支出 △1,696

貸付金の回収による収入 1,255

差入保証金の回収による収入 1,005

差入保証金の差入による支出 △1,972

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,584



（単位：千円）

当第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) 

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） 85,628

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △363,000

社債の償還による支出 △50,000

リース債務の返済による支出 △9,918

配当金の支払額 △106,855

少数株主への配当金の支払額 △750

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,895

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,054

現金及び現金同等物の期首残高 1,687,087

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,634,032



 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）  

  当社及び連結子会社の事業は合成樹脂関連商品の販売等を事業内容としており、単一事業のため、事業の種類

別セグメント情報の記載をしておりません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）の所在地別セグメントは以下の通りであ

ります。 

（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

     アジア・・・中国、香港、シンガポール、フィリピン、ベトナム 

３．会計処理の方法の変更 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

定性的情報・財務諸表等４．その他（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」②に記載の通り、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べて、営業利益が、日本で19,667千円、アジアで4,655千円それぞれ減少してお

ります。 

  

 
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

計 

（千円）  

消去又は 

全社 

（千円）  

連結 

（千円）  

売上高 

（１）外部顧客に 

対する売上高 

（２）セグメント間

の内部売上高 

又は振替高   

 

 

 

  

25,839,553

    

612,620

 

 

 

 

3,719,623

    

44,024

 

 

 

 

29,559,176

    

656,645

 

 

 

  

－

    

△656,645

 

 

 

 

29,559,176

    

－

計  26,452,174  3,763,647  30,215,822  △656,645  29,559,176

営業利益   498,994  49,340  548,334  △692  547,642



〔海外売上高〕  

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）の海外売上高は以下の通りであります。 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

    （１）アジア・・・・中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、  

              ベトナム、パキスタン 

    （２）その他・・・・米国、ブラジル 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  アジア その他 計  

 Ⅰ 海外売上高（千円）  5,149,683  39,491  5,189,174

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －    29,559,176

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 17.4  0.1  17.5

（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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月1日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        27,820,983  100.0

Ⅱ 売上原価        26,111,393  93.9

売上総利益        1,709,589  6.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,205,430  4.3

営業利益        504,159  1.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  2,760            

２．受取配当金  20,582            

３．受取賃貸料  325            

４．仕入割引  2,806            

５．その他  6,465  32,940  0.1

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  36,264            

２．持分法による投資損失  14,150            

３．手形売却損  8,657            

４．為替差損  12,216            

５．手形流動化手数料  5,986            

６．その他  9,787  87,063  0.3

経常利益        450,035  1.6

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  327,934  327,934  1.2

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  7,366            

２．固定資産売却損  17,667            

３．本社移転費用  18,363            

４．その他  354  43,750  0.2

税金等調整前中間純利益        734,219  2.6

法人税、住民税及び事業
税  313,587            

法人税等調整額 △4,616  308,971  1.1

少数株主利益        1,940  0.0

中間純利益        423,307  1.5

        



  

（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  734,219

減価償却費  76,719

固定資産除却損  7,366

固定資産売却益 △327,934

固定資産売却損  17,667

貸倒引当金の増加額  26,282

賞与引当金の増加額  189

退職給付引当金の減少額 △10,215

役員退職慰労引当金の増
加額  2,405

受取利息及び受取配当
金  

△23,342

支払利息  36,264

売上債権の増加額 △763,783

たな卸資産の増加額 △288,587

仕入債務の減少額 △36,495

破産更生債権の増加額 △18,766

為替差益 △11,872

持分法による投資損失  14,150

その他   193,825

小計 △371,905

利息及び配当金の受取
額   23,342

利息の支払額  △35,968

法人税等の支払額  △194,222

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△578,753



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

定期預金の預入による支
出  

△24,028

有形固定資産の取得によ
る支出  

△41,584

有形固定資産の売却によ
る収入   1,121,900

無形固定資産の取得によ
る支出  

△70

投資有価証券の取得によ
る支出  

△59,039

投資有価証券の売却によ
る収入   200

貸付金の回収による収
入   1,047

差入保証金の回収による
収入   6,496

差入保証金の差入による
支出  

△121,343

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  883,576

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入金の純減少額 △652,414

長期借入金の返済による
支出  

△115,990

社債の償還による支出 △50,000

配当金の支払額  △85,492

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△903,896

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  35,947

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

△563,125

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  3,559,222

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高  2,996,097

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

      当社及び連結子会社の事業は、合成樹脂関連商品の販売等を事業内容としており、単一事業のため、事業の

     種類別セグメント情報の記載は省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

            本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため所在地別セグメ

     ント情報の記載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月1日 至 平成19年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     （１）アジア・・・・中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、 

               タイ、インドネシア、ベトナム、パキスタン 

     （２）その他・・・・米国、ブラジル 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  アジア   その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,958,790  56,079  4,014,870

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  27,820,983

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  14.2  0.2  14.4

６．その他の情報  

  該当事項はありません。 
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