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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 44,366 4.9 645 △5.5 636 △3.5 207 △46.6
25年3月期第3四半期 42,290 △3.4 683 △1.7 660 △0.1 388 2.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 637百万円 （76.9％） 25年3月期第3四半期 360百万円 （61.2％）

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

26年3月期第3四半期 24.27 ―
25年3月期第3四半期 45.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 25,538 7,361 28.6
25年3月期 23,810 6,853 28.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 7,307百万円 25年3月期 6,796百万円

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 ： 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

25年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
26年3月期 ― 7.00 ―
26年3月期（予想） 8.00 15.00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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 58,000 4.3 870 6.4 840 7.2 360 △14.3 42.11



(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） ： 有 

(注)詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報(注記事項)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」をご覧ください。 

(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(注記事項)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 

(注)詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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。なお、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)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名） 台灣普拉材料股フン有限公司 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 有
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） 26年3月期3Q 8,550,000 株 25年3月期 8,550,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,633 株 25年3月期 1,633 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 8,548,367 株 25年3月期3Q 8,548,416 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日～平成25年12月31日）におけるわが国経済は、新興

国の成長鈍化、円安による輸入原材料等の価格上昇や平成26年４月からの消費税の増税の決定など、

依然として景気の先行きは不透明な状況にありますが、政府の経済政策や日銀の金融政策などを背

景とし景況感は緩やかな改善をみせております。 

このような状況下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は44,366百万円（前年同

期比4.9％増）、営業利益は645百万円（同5.5％減）、経常利益は636百万円（同3.5％減）となりま

した。また、四半期純利益に関しましては、当社及び連結子会社フィルタレン株式会社が加入して

いました総合型厚生年金基金より昨年９月末で任意脱退するに際し、第２四半期連結会計期間にお

いて脱退時特別掛金として266百万円を特別損失として計上したことを主たる要因として207百万円

（同46.6％減）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は25,538百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,728百万

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1,260百万円及

び投資有価証券を主とした固定資産の増加額467百万円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1,220百万円増加し、18,176百万円となりました。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1,234百万円及び長期借入金を主とした固定負債

の減少額14百万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508百万円増加し7,361百万円となり、自己資本比率は28.6％

となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年10月30日付「平成26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から

変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）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 

第２四半期連結会計期間において、台灣普拉材料股份有限公司を新たに設立したため、連結の範

囲に含めております。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（為替予約の処理） 

従来、外貨建て金銭債権・債務に係る為替予約取引については、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約について振当処理を適用してまいりましたが、第１四半期連結会計期間より、為替リ

スクの評価及び為替予約に関する管理体制の見直しを行った結果、振当処理を行わず、原則的な

処理方法、すなわち、期末に時価評価を行い、評価差額は損益として処理する方法を適用してい

ます。 

当該事項による前連結会計年度の四半期連結財務諸表の主要な表示科目、１株当たり情報に与

える影響は軽微です。 

なお、当該会計方針の変更は、過去の期間に与える影響額が軽微であるため、遡及適用してお

りません。 

 



プラマテルズ株式会社（2714）平成26年３月期 第３四半期決算短信 
 

― 4 ― 

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25年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成25年12月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   4,067,549   3,106,307 

    受取手形及び売掛金   16,094,951   18,159,900 

    商品及び製品   1,331,574   1,520,848 

    仕掛品   13,752   9,248 

    原材料及び貯蔵品   27,307   29,429 

    繰延税金資産   71,508   78,043 

    その他   272,427   236,777 

    貸倒引当金   △16,354   △17,173 

    流動資産合計   21,862,715   23,123,381 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物   683,809   694,697 

       減価償却累計額   △470,559   △480,305 

       建物及び構築物（純額）   213,250   214,391 

      機械装置及び運搬具   192,827   193,199 

       減価償却累計額   △179,822   △182,828 

       機械装置及び運搬具（純額）   13,004   10,370 

      工具、器具及び備品   98,214   108,453 

       減価償却累計額   △83,555   △89,101 

       工具、器具及び備品（純額）   14,658   19,352 

      土地   220,948   220,948 

      リース資産   87,702   89,931 

       減価償却累計額   △48,065   △40,420 

       リース資産（純額）   39,637   49,510 

      有形固定資産合計   501,499   514,574 

    無形固定資産         

      リース資産   33,592   5,023 

      その他   94,258   228,067 

      無形固定資産合計   127,850   233,090 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   1,028,781   1,337,248 

      差入保証金   120,583   119,758 

      破産更生債権等   18,374   17,133 

      繰延税金資産   3,913   3,913 

      その他   164,511   206,559 

      貸倒引当金   △18,214   △17,133 

      投資その他の資産合計   1,317,950   1,667,479 

    固定資産合計   1,947,299   2,415,144 

  資産合計   23,810,015   25,538,526 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成25年12月31日) 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   11,761,007   12,800,091 

    短期借入金   3,268,479   3,204,578 

    1年内返済予定の長期借入金   157,000   482,000 

    未払法人税等   107,861   83,399 

    賞与引当金   88,300   69,697 

    その他   333,078   310,435 

    流動負債合計   15,715,727   16,950,202 

  固定負債         

    長期借入金   636,000   370,000 

    退職給付引当金   268,528   280,170 

    役員退職慰労引当金   62,840   67,806 

    繰延税金負債   67,996   185,444 

    その他   205,465   323,203 

    固定負債合計   1,240,831   1,226,624 

  負債合計   16,956,558   18,176,827 

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   5,241,336   5,320,558 

    自己株式   △949   △949 

    株主資本合計   6,755,279   6,834,501 

  その他の包括利益累計額         

    その他有価証券評価差額金   119,010   312,413 

    繰延ヘッジ損益   △395   881 

    為替換算調整勘定   △77,355   159,941 

    その他の包括利益累計額合計   41,258   473,236 

  少数株主持分   56,920   53,961 

  純資産合計   6,853,457   7,361,698 

負債純資産合計   23,810,015   25,538,526 
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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:千円) 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高   42,290,601   44,366,783 

売上原価   39,900,039   41,930,747 

売上総利益   2,390,562   2,436,035 

販売費及び一般管理費         

  運賃   173,539   193,111 

  役員報酬   92,107   85,825 

  給料   505,679   520,489 

  賞与   77,079   76,806 

  賞与引当金繰入額   60,801   61,674 

  退職給付費用   43,778   46,378 

  役員退職慰労引当金繰入額   10,883   12,166 

  福利厚生費   110,034   111,833 

  旅費及び交通費   62,982   66,343 

  賃借料   118,181   134,356 

  支払手数料   79,733   89,910 

  租税公課   18,788   18,447 

  減価償却費   50,053   57,898 

  その他   303,716   315,077 

  販売費及び一般管理費合計   1,707,360   1,790,318 

営業利益   683,201   645,716 

営業外収益         

  受取利息   429   623 

  受取配当金   16,144   18,507 

  仕入割引   443   458 

  為替差益   1,860   449 

  持分法による投資利益   15,531   28,978 

  貸倒引当金戻入額   654   － 

  その他   8,432   8,704 

  営業外収益合計   43,496   57,722 

営業外費用         

  支払利息   46,307   47,548 

  手形売却損   5,232   6,144 

  その他   15,034   12,763 

  営業外費用合計   66,574   66,456 

経常利益   660,123   636,983 
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  (単位:千円) 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

特別利益         

  投資有価証券売却益   449   － 

  リース解約益   －   2,782 

  特別利益合計   449   2,782 

特別損失         

  固定資産除却損   1,295   23,364 

  投資有価証券評価損   19,071   － 

  厚生年金基金脱退損失   －   266,797 

  その他   3,600   296 

  特別損失合計   23,966   290,458 

税金等調整前四半期純利益   636,607   349,307 

法人税等   241,310   143,738 

少数株主損益調整前四半期純利益   395,296   205,568 

少数株主利益又は少数株主損失（△）   6,990   △1,878 

四半期純利益   388,306   207,447 
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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:千円) 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   395,296   205,568 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金（税引前）   △50,962   301,948 

  繰延ヘッジ損益（税引前）   △123   2,077 

  為替換算調整勘定（税引前）   △5,891   217,948 

  持分法適用会社に対する持分相当額   3,477   19,348 

  その他の包括利益に係る税効果額   18,588   △109,345 

  その他の包括利益合計   △34,911   431,977 

四半期包括利益   360,385   637,546 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   353,394   639,425 

  少数株主に係る四半期包括利益   6,990   △1,878 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

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。 
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