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

23年3月期第3四半期 42,049 24.9 681 46.9 642 50.5 381 44.4
22年3月期第3四半期 33,658 △22.5 464 △43.8 427 △42.8 263 △37.0

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

23年3月期第3四半期 44.59 ―

22年3月期第3四半期 30.87 ―

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3四半期 24,359 5,897 24.0 684.56
22年3月期 21,877 5,739 26.0 666.56

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  5,851百万円 22年3月期  5,698百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 6.00 ― 7.00 13.00
23年3月期 ― 6.00 ―

23年3月期 
（予想）

7.00 13.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 56,000 18.8 840 26.6 800 28.7 480 23.4 56.15



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を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適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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等の変更」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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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きの対象外であり、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きは終了していません。 

※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22年10月25日に第２四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、【添付資料】Ｐ．３「連結業
績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３、４「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 8,550,000株 22年3月期  8,550,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,584株 22年3月期  1,584株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 8,548,416株 22年3月期3Q 8,548,431株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、中国を

中心としたアジア新興国向け輸出の増加や政府の景気刺激策が功を奏し景気回復の兆しが見られたもの

の、円高の進行や欧米の景気減速の影響、雇用環境の悪化、所得水準低迷の長期化等で自立反転の動き

は鈍く、引き続き厳しい経済情勢で推移しております。 

 このような中、当社グループの属する合成樹脂業界における合成樹脂の基礎原料であるエチレンの当

第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年12月31日）の生産量は5,240.8千トンと前年同期

に比べ200.8千トン減少いたしました(前年同期比3.7％減）。しかしながら稼働率は高水準を維持して

おり、平成22年１月～12月におけるエチレンの生産量は7,018.3千トンとなり、リーマンショック以前

の生産水準にまで復活することはできませんでしたが、平成19年以来の700万トン超えとなりました。 

このような経済状況下、当社グループは積極的に新規テーマの掘り起こし、既存顧客の深耕に努めま

した。その結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年12月31日）

の売上高は42,049百万円(前年同期比24.9％増）、営業利益は681百万円(同46.9%増）、経常利益は642

百万円(同50.5％増）、四半期純利益は381百万円(同44.4%増）となりました。  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は24,359百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,482百万円

増加いたしました。その要因は、現金及び預金、並びに、受取手形及び売掛金を主とした流動資産の増

加額2,519百万円及び投資有価証券を主とした固定資産の減少額36百万円等によるものであります。ま

た、負債は前連結会計年度末に比べ2,324百万円増加し、18,462百万円となりました。その要因は支払

手形及び買掛金を主とした流動負債の増加額2,620百万円及び長期借入金を主とした固定負債の減少額

296百万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157百万円増加し5,897百万円と

なり、自己資本比率は24.0％となりました。  

  

(キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,839百万円となり、前連結会計

年度末と比べ976百万円の増加となりました。当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フロー

の状況は下記の通りであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 営業活動により獲得した資金は1,306百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益634

百万円、仕入債務の増加2,626百万円等があった一方で、売上債権の増加1,579百万円、たな卸資産の増

加131百万円、法人税の支払額265百万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」 

 投資活動により使用した資金は70百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出46百万

円、有形固定資産の取得による支出12百万円及び投資有価証券の取得による支出８百万円等があった結

果によるものです。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

財務活動により使用した資金は210百万円となりました。これは主に短期借入金の減少額75百万円、

長期借入金の返済による支出129百万円、配当金の支払額111百万円等があった一方で、長期借入による

収入150百万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 

長期的なデフレや円高等、引き続き厳しい経済情勢で今後の見通しは不透明ではありますが、第３四

半期までの業績は順調に推移しており、平成22年10月25日付当社平成23年３月期第２四半期決算短信で

公表いたしました業績予想に変更はありません。  

  

(1) 重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期連結会計期間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、第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を

算定しております。 

③たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年

度末の実地たな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(累計期間)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３四半期連結会計期間を含む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（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。  

  

2. その他の情報
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(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．「持分法に関する会計基準」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」の適用

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）を適用しております。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。 

２．「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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21号 平成

20年３月31日）を適用しております。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。   

３．「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣布令」(平成21年３月24日 内閣

布令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」

の科目で表示しております。  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  
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(1) 四半期連結貸借対照表 

3. 四半期連結財務諸表

（単位：千円）

     当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部 
 流動資産 
  現金及び預金 2,925,116 1,902,873
  受取手形及び売掛金 17,901,527 16,539,813
  商品及び製品 1,078,425 990,126
  仕掛品 12,744 5,539
  原材料及び貯蔵品 30,208 39,060
  繰延税金資産 80,433 86,687
  その他 302,577 239,643
  貸倒引当金 △25,435 △17,240

  流動資産合計 22,305,598 19,786,503
 固定資産 
  有形固定資産 
   建物及び構築物 667,977 665,451
    減価償却累計額 △430,805 △415,785

    建物及び構築物（純額） 237,171 249,665
   機械装置及び運搬具 199,329 191,920
    減価償却累計額 △174,826 △167,915

    機械装置及び運搬具（純額） 24,502 24,004
   工具、器具及び備品 103,132 102,806
    減価償却累計額 △91,373 △89,059

    工具、器具及び備品（純額） 11,759 13,747
   土地 220,690 220,690
   リース資産 71,132 34,863
    減価償却累計額 △24,788 △14,904

    リース資産（純額） 46,344 19,958
   有形固定資産合計 540,468 528,066
  無形固定資産 
   リース資産 120,584 156,622
   その他 12,389 12,575
   無形固定資産合計 132,974 169,198
  投資その他の資産 
   投資有価証券 1,029,913 1,065,940
   差入保証金 175,310 175,283
   繰延税金資産 40,491 36,502
   破産更生債権等 47,183 1,747
   その他 134,098 114,514
   貸倒引当金 △46,568 △495

   投資その他の資産合計 1,380,429 1,393,492
  固定資産合計 2,053,872 2,090,758
 資産合計 24,359,470 21,877,262
     

プラマテルズ株式会社(2714)　平成23年３月期 第３四半期決算短信

- 5 -



  
（単位：千円）

   当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部 
 流動負債 
  支払手形及び買掛金 13,852,033 11,398,689
  短期借入金 2,833,014 2,961,266
  1年内返済予定の長期借入金 468,836 139,336
  未払法人税等 98,653 134,601
  賞与引当金 52,612 98,329
  その他 307,921 260,427
  流動負債合計 17,613,071 14,992,649
 固定負債 
  長期借入金 300,826 609,828
  退職給付引当金 196,356 183,748
  役員退職慰労引当金 42,908 38,570
  繰延税金負債 82,277 87,124
  その他 226,603 225,766
  固定負債合計 848,971 1,145,037
 負債合計 18,462,042 16,137,687

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 4,417,283 4,147,346
  自己株式 △930 △930

  株主資本合計 5,931,244 5,661,308
 評価・換算差額等 
  その他有価証券評価差額金 117,007 137,933
  繰延ヘッジ損益 △828 748
  為替換算調整勘定 △195,537 △101,941

  評価・換算差額等合計 △79,359 36,740
 少数株主持分 45,542 41,525
 純資産合計 5,897,427 5,739,574

負債純資産合計 24,359,470 21,877,262
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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）

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 33,658,362 42,049,881

売上原価 31,590,302 39,596,932

売上総利益 2,068,059 2,452,949

販売費及び一般管理費 
 運賃 115,434 149,407
 役員報酬 94,223 91,275
 給料 483,183 520,156
 賞与 76,608 89,713
 賞与引当金繰入額 45,951 50,058
 退職給付費用 31,586 50,799
 役員退職慰労引当金繰入額 15,207 9,317
 福利厚生費 121,977 98,662
 旅費及び交通費 52,574 60,966
 賃借料 139,361 144,975
 支払手数料 86,327 82,927
 租税公課 15,845 17,972
 減価償却費 59,096 58,566
 貸倒引当金繰入額 － 54,267
 その他 266,563 292,089
 販売費及び一般管理費合計 1,603,942 1,771,154

営業利益 464,117 681,794

営業外収益 
 受取利息 784 283
 受取配当金 19,325 21,691
 仕入割引 447 541
 雇用調整助成金 6,819 －
 持分法による投資利益 － 26,009
 その他 7,304 3,899
 営業外収益合計 34,681 52,425

営業外費用 
 支払利息 42,327 45,950
 手形売却損 7,044 8,784
 為替差損 5,280 25,189
 持分法による投資損失 9,309 －
 その他 7,729 11,527
 営業外費用合計 71,690 91,451

経常利益 427,107 642,768
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（単位：千円）

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

特別利益 
 貸倒引当金戻入額 8,895 －
 保険解約返戻金 8,483 －
 投資有価証券売却益 42,114 268
 特別利益合計 59,492 268

特別損失 
 固定資産除却損 673 295
 投資有価証券評価損 － 7,823
 関係会社出資金売却損 2,454 －
 関係会社整理損 32,159 －

 特別損失合計 35,288 8,118

税金等調整前四半期純利益 451,312 634,917

法人税等 181,406 246,745

少数株主損益調整前四半期純利益 － 388,172

少数株主利益 5,991 7,016

四半期純利益 263,914 381,155
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 451,312 634,917
 減価償却費 72,933 72,983
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,163 54,267
 賞与引当金の増減額（△は減少） △43,107 △45,541
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,831 12,607
 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,763 4,338
 受取利息及び受取配当金 △20,109 △21,974
 支払利息 42,327 45,950
 為替差損益（△は益） 315 △32
 持分法による投資損益（△は益） 9,309 △26,009
 保険解約返戻金 △8,483 －
 固定資産除却損 673 295
 投資有価証券売却損益（△は益） △42,114 △268
 投資有価証券評価損益（△は益） － 7,823
 関係会社出資金売却損益(△は益) 2,454 －
 関係会社整理損 32,159 －
 売上債権の増減額（△は増加） △4,093,622 △1,579,722
 たな卸資産の増減額（△は増加） △152,119 △131,787
 破産更生債権等の増減額（△は増加） 20,449 △45,436
 仕入債務の増減額（△は減少） 3,869,595 2,626,174
 その他 188,309 △13,695

 小計 357,715 1,594,888
 利息及び配当金の受取額 20,109 21,974
 保険解約返戻金の受取額 8,483 －
 利息の支払額 △44,133 △45,454
 法人税等の支払額 △181,747 △265,226

 営業活動によるキャッシュ・フロー 160,427 1,306,182

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 △36,092 △46,014
 定期預金の払戻による収入 80,121 －
 有形固定資産の取得による支出 △9,482 △12,035
 無形固定資産の取得による支出 △4,842 △1,502
 投資有価証券の取得による支出 △42,133 △8,271
 投資有価証券の売却による収入 132,096 1,206
 貸付金の回収による収入 574 585
 差入保証金の差入による支出 △5,251 △1,915
 差入保証金の回収による収入 1,568 1,501
 その他 － △4,500

 投資活動によるキャッシュ・フロー 116,559 △70,946
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（単位：千円）

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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） 81,847 △75,445
 長期借入れによる収入 200,000 150,000
 長期借入金の返済による支出 △162,002 △129,502
 リース債務の返済による支出 △41,341 △41,026
 自己株式の取得による支出 △11 －
 配当金の支払額 △119,678 △111,129
 少数株主への配当金の支払額 △600 △3,000

 財務活動によるキャッシュ・フロー △41,784 △210,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,441 △48,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 230,761 976,228

現金及び現金同等物の期首残高 2,321,537 1,862,873

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,552,299 2,839,102
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(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) セグメント情報等 

a. 事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日～平成21年12月31日)において、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。 

  

b. 所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31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 

  

c. 海外売上高 

前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日～平成21年12月31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 

    (2) その他・・・・英国、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。 

  

【セグメント情報】 

  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並びにこれらの付随業務の単一セグメント

であるため、記載を省略しております。 

  

 
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 28,772,280 4,886,082 33,658,362 ― 33,658,362 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 804,450 57,327 861,778 △861,778 ―

計 29,576,730 4,943,409 34,520,140 △861,778 33,658,362 

営業利益 434,870 25,295 460,166 3,950 464,117 

 アジア その他 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 5,772,569 8,937 5,781,507 

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 33,658,362 

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高 
    の割合(％) 17.2 0.0 17.2 
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(追加情報) 

第１四半期連結累計期間より、「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。 

  

(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。 
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