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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年６月30日）

（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 ％

27年３月期第１四半期 13,845 △1.2 186 10.5 181 12.5 121 39.1

26年３月期第１四半期 14,011 △1.2 168 △21.2 161 △21.8 87 △11.6
(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 90百万円(△71.5％) 26年３月期第１四半期 315百万円( 194.0％)
　

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

27年３月期第１四半期 14.20 －

26年３月期第１四半期 10.21 －
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第１四半期 24,211 7,603 31.2

26年３月期 24,747 7,596 30.5
(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 7,561百万円 26年３月期 7,540百万円
　　　

２．配当の状況

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

26年３月期 － 7.00 － 8.00 15.00

27年３月期 －

27年３月期(予想) 7.00 － 8.00 15.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 62,500 4.9 900 8.0 880 9.5 480 71.6 56.15
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　　

（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．２「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

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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ．２「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期１Ｑ 8,550,000株 26年３月期 8,550,000株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 1,633株 26年３月期 1,633株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 8,548,367株 26年３月期１Ｑ 8,548,367株
　
　

※ 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)連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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１四半期連結累計期間(平成26年４月１日～平成26年６月30日）におけるわが国経済は、政府及び日本銀行

の財政・金融政策を背景に、円安・株高基調が継続しており、企業収益、雇用・所得環境に回復の傾向が見られ、

国内景気は概ね持ち直しの動きが続いております。一方で消費税増税前特需の反動による新設住宅着工数の減少懸

念、中国を中心とした新興国経済の減速懸念や円安による輸入原材料の値上がりなど、景気の先行きに対する見方

は慎重なものとなっております。

このような状況下、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は13,845百万円（前年同期比1.2％減）、

営業利益は186百万円（同10.5％増）、経常利益は181百万円（同12.5％増）、四半期純利益は121百万円（同39.1％

増）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１四半期連結会計期間末の総資産は24,211百万円となり、前連結会計年度末と比べ536百万円減少いたしま

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減少額556百万円及び投資有価証券を主とした固定

資産の増加額19百万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543百万円減少し、16,607百万円となりました。その要因は支払手形及び

買掛金を主とした流動負債の減少額544百万円及び繰延税金負債を主とした固定負債の増加額１百万円等によるも

のであります。

純資産の部は前連結会計年度末より６百万円増加し7,603百万円となり、自己資本比率は31.2％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26年４月25日付「平成26年３月期 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。

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

該当事項はありません。

（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１四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

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「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25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及

び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」とい

う。）等が平成26年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第１四

半期連結会計期間よりこれらの会計基準等（ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。）を適用し、

支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得

関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期

間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結

合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,163,998 3,105,334

受取手形及び売掛金 17,108,814 16,590,884

商品及び製品 1,666,025 1,756,161

仕掛品 9,640 9,492

原材料及び貯蔵品 28,325 40,082

繰延税金資産 68,905 69,138

その他 310,044 226,308

貸倒引当金 △13,063 △10,919

流動資産合計 22,342,691 21,786,482

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 694,807 696,421

減価償却累計額 △485,698 △490,597

建物及び構築物（純額） 209,108 205,823

機械装置及び運搬具 193,143 193,163

減価償却累計額 △183,799 △184,459

機械装置及び運搬具（純額） 9,343 8,704

工具、器具及び備品 110,334 109,860

減価償却累計額 △92,008 △92,808

工具、器具及び備品（純額） 18,325 17,051

土地 220,948 220,948

リース資産 92,805 92,737

減価償却累計額 △43,919 △47,459

リース資産（純額） 48,886 45,278

有形固定資産合計 506,613 497,805

無形固定資産

リース資産 4,690 4,358

その他 220,245 210,743

無形固定資産合計 224,936 215,101

投資その他の資産

投資有価証券 1,309,354 1,376,541

差入保証金 121,111 125,717

破産更生債権等 58,152 37,545

繰延税金資産 495 482

その他 212,666 199,844

貸倒引当金 △28,563 △28,331

投資その他の資産合計 1,673,216 1,711,798

固定資産合計 2,404,766 2,424,706

資産合計 24,747,457 24,211,189
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,569,599 10,832,932

短期借入金 3,341,856 3,546,615

1年内返済予定の長期借入金 501,000 501,000

未払法人税等 109,641 45,280

賞与引当金 93,324 72,347

その他 342,695 415,562

流動負債合計 15,958,119 15,413,738

固定負債

長期借入金 360,000 360,000

役員退職慰労引当金 64,046 57,379

退職給付に係る負債 273,074 271,812

繰延税金負債 182,533 203,799

その他 312,856 300,856

固定負債合計 1,192,510 1,193,848

負債合計 17,150,629 16,607,587

純資産の部

株主資本

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 721,842 721,849

利益剰余金 5,392,776 5,445,740

自己株式 △949 △949

株主資本合計 6,906,719 6,959,690

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 293,313 335,084

繰延ヘッジ損益 674 △981

為替換算調整勘定 340,012 267,617

その他の包括利益累計額合計 633,999 601,720

少数株主持分 56,108 42,191

純資産合計 7,596,827 7,603,602

負債純資産合計 24,747,457 24,211,189
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 14,011,996 13,845,232

売上原価 13,249,355 13,047,387

売上総利益 762,640 797,844

販売費及び一般管理費

運賃 61,169 64,376

役員報酬 30,095 27,637

給料 175,459 177,644

賞与 4,697 8,012

賞与引当金繰入額 43,104 40,853

退職給付費用 14,639 12,616

役員退職慰労引当金繰入額 4,686 3,733

福利厚生費 38,034 40,600

旅費及び交通費 21,077 24,786

賃借料 42,793 47,899

支払手数料 28,989 30,514

租税公課 5,945 6,704

減価償却費 19,693 20,365

その他 103,678 105,742

販売費及び一般管理費合計 594,063 611,487

営業利益 168,577 186,357

営業外収益

受取利息 159 621

受取配当金 8,094 9,194

仕入割引 170 165

為替差益 101 －

持分法による投資利益 2,868 5,496

貸倒引当金戻入額 179 2,375

その他 2,592 2,238

営業外収益合計 14,166 20,092

営業外費用

支払利息 15,721 15,971

手形売却損 1,728 2,390

為替差損 － 3,343

その他 4,190 3,509

営業外費用合計 21,639 25,215

経常利益 161,104 181,234

特別利益

リース解約益 2,458 －

特別利益合計 2,458 －

特別損失

固定資産除却損 23,364 0

特別損失合計 23,364 0

税金等調整前四半期純利益 140,198 181,234

法人税等 51,957 58,889

少数株主損益調整前四半期純利益 88,241 122,344

少数株主利益 988 993

四半期純利益 87,252 121,351
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 88,241 122,344

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金（税引前） 84,363 64,831

繰延ヘッジ損益（税引前） 1,073 △2,576

為替換算調整勘定（税引前） 160,329 △67,774

持分法適用会社に対する持分相当額 12,741 △4,620

その他の包括利益に係る税効果額 △30,865 △22,139

その他の包括利益合計 227,643 △32,279

四半期包括利益 315,885 90,065

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 314,896 89,072

少数株主に係る四半期包括利益 988 993

決算短信 （宝印刷）  2014年07月29日 10時10分 8ページ （Tess 1.40 20131220_01）



プラマテルズ株式会社(2714) 平成27年３月期 第１四半期決算短信

－ 7 －

（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１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30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１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30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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