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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 28,463 3.9 447 7.2 427 5.6 228 △2.1

23年3月期第2四半期 27,403 31.1 417 88.1 405 115.5 233 86.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 138百万円 （1.3％） 23年3月期第2四半期 137百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 26.74 ―

23年3月期第2四半期 27.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 22,513 6,077 26.8
23年3月期 22,389 5,998 26.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,026百万円 23年3月期  5,952百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

23年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00

24年3月期 ― 7.00

24年3月期（予想） ― 7.00 14.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 54,000 △3.2 830 △7.7 780 △7.4 470 △6.1 54.98



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期連結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 
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。尚、業績予想に関する事項は、Ｐ．２「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 8,550,000 株 23年3月期 8,550,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,584 株 23年3月期 1,584 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,548,416 株 23年3月期2Q 8,548,416 株



1. 当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2  

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

2. サマリー情報(その他)に関する情報 ………………………………………………… 3 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 3 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 3 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 3 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 4 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 4 

(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 ………………………… 6 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 9 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 11 

(5) セグメント情報等 …………………………………………………………………… 11 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 11 

  

○添付資料の目次

プラマテルズ株式会社(2714) 平成24年3月期 第2四半期決算短信

- 1 -



当第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、平成23

年３月11日に発生した東日本大震災以降停滞していた生産活動の想定よりも早い回復やそれに伴う需要

の喚起等の明るさも見えました。しかしながら一方では、欧州における財政不安の影響による世界的な

景気の停滞、急激な円高進行や株式市場の低迷等、国内外とも懸念すべき問題も多く、先行きの不透明

感が続いております。  

 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２四半期連結累計期間の生産量は3,293.6千トンと前年同期に比べ33.7千トン減少いたしました(前年

同期比1.0％減）。 

当社グループは東日本大震災によるサプライチェーンの寸断等で４－５月は影響を受けましたが、想

定よりも早い需要の回復を着実に捉え、供給面においても先を見据えた在庫の確保等の方策により、当

初予想数値を上回る業績を達成することができました。その結果、当社グループの当第２四半期連結累

計期間の売上高は28,463百万円(前年同期比3.9％増）、営業利益は447百万円(同7.2％増)、経常利益は

427百万円(同5.6％増）、四半期純利益は228百万円(同2.1％減）となりました。  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は22,513百万円となり、前連結会計年度末と比べ123百万円増

加いたしました。その要因は、受取手形及び売掛金を主とした流動資産の増加額369百万円及び投資有

価証券を主とした固定資産の減少額245百万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45百万円増加し、16,435百万円となりました。その要因は長期借入金を主とした固定負債の増

加額308百万円及び１年以内返済長期借入金を主とした流動負債の減少額263百万等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78百万円増加し6,077百万円となり、自己資本比率は26.8％と

なりました。  

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733百万円減少し1,564百万円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシ

ュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動により使用した資金は736百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益406百

万円、たな卸資産の減少149百万円等があった一方で、売上債権の増加1,384百万円、法人税等の支払額

148百万円等があった結果によるものです。  

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動により獲得した資金は４百万円となりました。これは主に差入保証金の回収による収入41百

万円等があった一方で、定期預金の預入による支出34百万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） 

財務活動により獲得した資金は１百万円となりました。これは主に長期借入による収入450百万円等

があった一方で、長期借入金の返済による支出381百万円、配当金の支払額59百万円等があった結果に

よるものです。 

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況
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当第２四半期連結累計期間の業績は、東日本大震災の影響が想定していたよりも軽微となり、平成23

年10月21日の公表通り、下記内容で第２四半期の業績を上方修正いたしました。 

 
一方で欧州における財政不安の影響による世界的景気の減速感や急激な円高の進行等、種々の不安要

因も抱えており、厳しい経済状況が続くものと思われ、今後の見通しについては不透明感が増している

と言わざるを得ません。これらを総合的に勘案し、平成24年３月期通期の連結業績予想につきまして

は、平成23年７月27日付「平成24年３月期 第１四半期決算短信」で公表いたしました業績予想から変

更はありません。 

 詳細につきましては、平成23年10月21日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  

 該当事項はありません。  

  

当第２四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）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年３月期第２四半期(累計)連結業績予想数値の修正(平成23年４月１日～平成23年９月30日)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
四半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予定(A) 26,600 395 375 220 25.74

今回修正予想(B) 28,463 447 427 228 26.74

増減額(B-A) 1,863 52 52 8 ―

増減率(%) 7.0 13.4 14.1 3.9 ―

(ご参考)前期第２四半期実績 
(平成23年３月期第２四半期)

27,403 417 405 233 27.31

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

  該当事項はありません。
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,386,074 1,666,528

受取手形及び売掛金 16,172,791 17,545,651

商品及び製品 1,307,625 1,160,360

仕掛品 11,123 10,858

原材料及び貯蔵品 21,286 24,735

繰延税金資産 79,642 79,619

その他 384,865 238,206

貸倒引当金 △21,972 △15,484

流動資産合計 20,341,436 20,710,476

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 667,757 673,515

減価償却累計額 △435,268 △443,850

建物及び構築物（純額） 232,488 229,665

機械装置及び運搬具 204,541 199,504

減価償却累計額 △177,517 △176,324

機械装置及び運搬具（純額） 27,024 23,180

工具、器具及び備品 99,829 99,926

減価償却累計額 △88,888 △89,462

工具、器具及び備品（純額） 10,941 10,463

土地 220,690 220,948

リース資産 71,132 72,835

減価償却累計額 △28,408 △32,527

リース資産（純額） 42,723 40,308

有形固定資産合計 533,868 524,565

無形固定資産   

リース資産 109,155 87,578

その他 11,974 13,200

無形固定資産合計 121,129 100,778

投資その他の資産   

投資有価証券 1,033,914 862,978

差入保証金 175,913 123,106

破産更生債権等 3,416 3,011

繰延税金資産 40,946 48,213

その他 141,998 142,642

貸倒引当金 △2,934 △2,587

投資その他の資産合計 1,393,254 1,177,365

固定資産合計 2,048,252 1,802,709

資産合計 22,389,688 22,513,185

プラマテルズ株式会社(2714) 平成24年3月期 第2四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,780,715 11,752,216

短期借入金 2,792,840 2,815,858

1年内返済予定の長期借入金 456,500 150,000

未払法人税等 154,072 166,931

賞与引当金 93,777 99,780

その他 291,797 321,233

流動負債合計 15,569,704 15,306,021

固定負債   

長期借入金 275,000 650,000

退職給付引当金 195,244 207,545

役員退職慰労引当金 46,847 30,255

繰延税金負債 88,398 39,950

その他 215,509 202,166

固定負債合計 821,000 1,129,918

負債合計 16,390,705 16,435,939

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 4,537,001 4,705,708

自己株式 △930 △930

株主資本合計 6,050,962 6,219,670

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 117,939 25,786

繰延ヘッジ損益 △112 △487

為替換算調整勘定 △216,538 △218,562

その他の包括利益累計額合計 △98,711 △193,262

少数株主持分 46,731 50,838

純資産合計 5,998,983 6,077,245

負債純資産合計 22,389,688 22,513,185
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 27,403,144 28,463,441

売上原価 25,793,334 26,857,282

売上総利益 1,609,810 1,606,159

販売費及び一般管理費   

運賃 98,951 116,745

役員報酬 59,292 64,060

給料 349,404 345,368

賞与 17,470 10,150

賞与引当金繰入額 74,739 92,853

退職給付費用 31,509 34,141

役員退職慰労引当金繰入額 6,346 11,508

福利厚生費 65,537 72,306

旅費及び交通費 39,560 37,979

賃借料 94,168 86,626

支払手数料 55,922 53,682

租税公課 12,364 13,168

減価償却費 39,001 35,929

貸倒引当金繰入額 52,734 －

その他 194,827 183,739

販売費及び一般管理費合計 1,191,830 1,158,262

営業利益 417,979 447,897

営業外収益   

受取利息 218 282

受取配当金 17,228 13,122

仕入割引 364 373

持分法による投資利益 18,281 9,227

貸倒引当金戻入額 － 6,457

その他 2,278 3,366

営業外収益合計 38,371 32,828

営業外費用   

支払利息 30,485 30,383

手形売却損 5,931 5,785

為替差損 8,020 7,655

その他 6,772 9,033

営業外費用合計 51,210 52,858

経常利益 405,140 427,867

特別利益   

投資有価証券売却益 68 －

特別利益合計 68 －
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 265 239

投資有価証券売却損 － 11

投資有価証券評価損 － 18,286

その他 － 3,141

特別損失合計 265 21,678

税金等調整前四半期純利益 404,942 406,189

法人税等 166,075 172,786

少数株主損益調整前四半期純利益 238,866 233,402

少数株主利益 5,400 4,856

四半期純利益 233,466 228,545
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 238,866 233,402

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金（税引前） △92,052 △157,890

繰延ヘッジ損益（税引前） △2,259 △629

為替換算調整勘定（税引前） △42,134 △1,180

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,929 △844

その他の包括利益に係る税効果額 38,559 65,992

その他の包括利益合計 △101,817 △94,551

四半期包括利益 137,049 138,851

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 131,648 133,994

少数株主に係る四半期包括利益 5,400 4,856
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 404,942 406,189

減価償却費 48,061 46,507

貸倒引当金の増減額（△は減少） 52,734 △6,835

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,504 6,012

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,642 12,301

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,367 △16,591

受取利息及び受取配当金 △17,446 △13,405

支払利息 30,485 30,383

為替差損益（△は益） △3 △1

持分法による投資損益（△は益） △18,281 △9,227

固定資産除却損 265 239

投資有価証券売却損益（△は益） △68 11

投資有価証券評価損益（△は益） － 18,286

その他の特別損益（△は益） － 3,141

売上債権の増減額（△は増加） △505,084 △1,384,553

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,581 149,168

仕入債務の増減額（△は減少） 666,992 △19,642

破産更生債権等の増減額（△は増加） △45,573 404

その他 6,782 195,730

小計 534,739 △581,881

利息及び配当金の受取額 17,446 23,542

利息の支払額 △30,361 △30,166

法人税等の支払額 △136,193 △148,188

営業活動によるキャッシュ・フロー 385,630 △736,694

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 △34,014 △34,034

定期預金の払戻による収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △4,200 △8,437

無形固定資産の取得による支出 － △2,550

投資有価証券の取得による支出 △5,483 △5,536

投資有価証券の売却による収入 205 283

貸付けによる支出 － △8,550

貸付金の回収による収入 467 3,835

差入保証金の差入による支出 △1,955 △1,677

差入保証金の回収による収入 1,542 41,029

その他 △4,500 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,938 4,361
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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） △329,574 21,503

長期借入れによる収入 150,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △69,668 △381,500

リース債務の返済による支出 △29,772 △28,414

少数株主への配当金の支払額 △1,500 △750

配当金の支払額 △59,838 △59,838

財務活動によるキャッシュ・フロー △340,353 1,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,060 △2,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,722 △733,580

現金及び現金同等物の期首残高 1,862,873 2,298,059

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,835,151 1,564,479
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当第２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（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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