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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第２四半期 28,829 14.9 581 66.7 556 85.4 374 97.0

29年３月期第２四半期 25,089 △15.7 349 △17.7 300 △25.5 190 △29.4
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 626百万円( －％) 29年３月期第２四半期 △199百万円( －％)
　

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

30年３月期第２四半期 43.82 －

29年３月期第２四半期 22.25 －
　

（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 ％

30年３月期第２四半期 26,535 9,831 36.9

29年３月期 24,185 9,282 38.3
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 9,798百万円 29年３月期 9,252百万円

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

29年３月期 － 8.00 － 9.00 17.00

30年３月期 － 9.00

30年３月期(予想) － 9.00 18.00

(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30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 55,700 7.6 970 22.5 940 20.0 610 15.9 71.36
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社（社名） PLA MATELS VIETNAM CO., LTD、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．９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記 （４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

（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) 30年３月期２Ｑ 8,550,000株 29年３月期 8,550,000株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 1,690株 29年３月期 1,690株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 8,548,310株 29年３月期２Ｑ 8,548,310株
　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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。
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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２四半期連結累計期間(平成29年４月１日～平成29年９月30日）におけるわが国経済は、世界経済が回復局

面にあることから、中小企業を中心とする設備投資意欲に高まりがみられ、かつ輸出を中心に景気が緩やかな拡大

傾向にあります。

当社グループの業績に大きな影響を与える為替レートは諸外国金利政策の影響により円安局面が続き、当社取扱

い商材価格に大きな影響を与える原油価格に関しても安定的に推移する環境にあります。

このような状況下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は28,829百万円（前年同期比14.9％

増）、営業利益は581百万円（同66.7％増）、経常利益は556百万円（同85.4％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は374百万円（同97.0％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２四半期連結会計期間末の総資産は26,535百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,349百万円増加いたし

ました。その要因は、営業債権の増加を主とした流動資産の増加額1,958百万円及び投資有価証券を主とした固定

資産の増加額391百万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1,801百万円増加し、16,704百万円となりました。その要因は、主として

営業債務並びに短期借入金の増加による流動負債の増加額1,292百万円及び長期借入金並びに繰延税金負債の増加

を主とした固定負債の増加額508百万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548百万円増加し9,831百万円となり、自己資本比率は36.9％となりました。

②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

305百万円増加し、3,246百万円となりました。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127百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益556百万円並びに

仕入債務の増加1,221百万円による収入があった一方で、売上債権の増加1,478百万円による支出があった結果によ

るものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により獲得した資金は45百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入86百万円等があっ

た一方で、定期預金の預入による支出24百万円並びに有形固定資産の取得による支出11百万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402百万円となりました。これは主に短期借入金による収入388百万円並びに長期

借入れによる収入550百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出426百万円並びに配当金の支払額76百

万円等があった結果によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当上半期は、従来の樹脂原料の取扱いが堅調に推移したことに加え、国内子会社を中心とした医療機器及びゲー

ム機向けの取扱いが増加し、また、海外法人を中心とした衛生材料の販売も伸びたことから、期初の見通しを上回

ることとなりました。そのため、当平成30年３月期の業績は、期初の予想を上回る見通しとなりますので、平成29

年４月26日付「平成29年３月期 決算短信」で公表いたしました業績予想を修正いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,123,963 3,367,877

受取手形及び売掛金 14,456,712 15,347,912

電子記録債権 1,472,991 1,966,720

商品及び製品 1,924,352 2,128,654

仕掛品 13,292 19,243

原材料及び貯蔵品 32,454 35,345

繰延税金資産 56,432 55,466

その他 354,049 472,757

貸倒引当金 △5,324 △6,183

流動資産合計 21,428,923 23,387,792

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 651,124 644,704

減価償却累計額 △497,361 △497,326

建物及び構築物（純額） 153,763 147,377

機械装置及び運搬具 187,156 187,693

減価償却累計額 △176,531 △175,551

機械装置及び運搬具（純額） 10,624 12,142

工具、器具及び備品 119,891 118,450

減価償却累計額 △101,124 △98,398

工具、器具及び備品（純額） 18,766 20,051

土地 158,915 158,915

リース資産 102,720 102,596

減価償却累計額 △78,149 △84,950

リース資産（純額） 24,571 17,645

有形固定資産合計 366,641 356,132

無形固定資産

リース資産 2,393 1,496

その他 97,846 69,364

無形固定資産合計 100,240 70,861

投資その他の資産

投資有価証券 1,954,383 2,396,427

差入保証金 107,742 105,795

破産更生債権等 4,147 4,287

繰延税金資産 6,152 6,213

その他 221,492 212,296

貸倒引当金 △4,147 △4,287

投資その他の資産合計 2,289,771 2,720,732

固定資産合計 2,756,653 3,147,726

資産合計 24,185,577 26,535,519
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,814,403 10,961,716

短期借入金 2,832,884 3,204,901

1年内返済予定の長期借入金 491,000 233,000

未払法人税等 164,943 159,376

賞与引当金 86,362 106,733

その他 319,793 336,297

流動負債合計 13,709,387 15,002,025

固定負債

長期借入金 332,000 714,000

役員退職慰労引当金 87,595 86,495

退職給付に係る負債 282,100 282,168

繰延税金負債 344,050 485,447

その他 148,047 134,306

固定負債合計 1,193,792 1,702,417

負債合計 14,903,180 16,704,442

純資産の部

株主資本

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 721,849 721,849

利益剰余金 6,567,829 6,865,466

自己株式 △979 △979

株主資本合計 8,081,749 8,379,387

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 771,976 1,072,246

繰延ヘッジ損益 △3,513 4,056

為替換算調整勘定 402,450 342,429

その他の包括利益累計額合計 1,170,913 1,418,732

非支配株主持分 29,733 32,956

純資産合計 9,282,397 9,831,076

負債純資産合計 24,185,577 26,535,519
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 25,089,942 28,829,026

売上原価 23,522,554 26,933,392

売上総利益 1,567,388 1,895,633

販売費及び一般管理費

運賃 123,154 139,790

役員報酬 57,184 59,576

給料 366,180 389,288

賞与 14,495 20,382

賞与引当金繰入額 74,571 102,219

退職給付費用 21,484 20,860

役員退職慰労引当金繰入額 6,200 6,900

福利厚生費 82,692 87,819

旅費及び交通費 46,798 51,247

賃借料 90,534 88,111

支払手数料 55,689 60,940

租税公課 17,550 18,380

減価償却費 44,699 43,982

貸倒引当金繰入額 425 999

その他 216,632 223,293

販売費及び一般管理費合計 1,218,292 1,313,793

営業利益 349,095 581,839

営業外収益

受取利息 1,425 1,609

受取配当金 17,610 22,043

仕入割引 192 229

その他 8,033 4,858

営業外収益合計 27,261 28,740

営業外費用

支払利息 25,772 30,085

売上割引 6,088 6,508

持分法による投資損失 2,545 546

為替差損 37,028 12,540

手形売却損 1,778 2,544

その他 2,808 1,475

営業外費用合計 76,021 53,700

経常利益 300,335 556,879
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 － 47

特別利益合計 － 47

特別損失

固定資産売却損 1,388 －

固定資産除却損 46 144

減損損失 25,394 －

特別損失合計 26,829 144

税金等調整前四半期純利益 273,505 556,782

法人税等 81,915 177,880

四半期純利益 191,589 378,901

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,405 4,329

親会社株主に帰属する四半期純利益 190,183 374,572
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 191,589 378,901

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金（税引前） 56,488 435,578

繰延ヘッジ損益（税引前） 6,231 10,970

為替換算調整勘定（税引前） △399,520 △51,910

持分法適用会社に対する持分相当額 △31,648 △8,110

その他の包括利益に係る税効果額 △22,860 △138,709

その他の包括利益合計 △391,310 247,818

四半期包括利益 △199,721 626,720

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △201,127 622,391

非支配株主に係る四半期包括利益 1,405 4,329
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 273,505 556,782

減価償却費 52,483 51,950

減損損失 25,394 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 425 999

受取利息及び受取配当金 △19,035 △23,652

支払利息 25,772 30,085

為替差損益（△は益） 26 △97

持分法による投資損益（△は益） 2,545 546

固定資産売却損益（△は益） 1,388 △47

固定資産除却損 46 144

売上債権の増減額（△は増加） 310,803 △1,478,774

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,661 △246,603

仕入債務の増減額（△は減少） △684,809 1,221,630

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,456 20,382

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,200 △1,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,499 58

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △140

その他 18,648 △80,770

小計 △89,222 51,393

利息及び配当金の受取額 17,870 23,652

利息の支払額 △21,440 △27,285

法人税等の支払額 △154,759 △175,061

営業活動によるキャッシュ・フロー △247,552 △127,301

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 △24,016 △24,002

定期預金の払戻による収入 60,908 86,098

有形固定資産の取得による支出 △8,006 △11,828

有形固定資産の売却による収入 39,696 100

無形固定資産の取得による支出 － △128

投資有価証券の取得による支出 △12,481 △6,445

差入保証金の差入による支出 △2,634 △383

差入保証金の回収による収入 3,056 1,972

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,522 45,383

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） 29,389 388,443

長期借入れによる収入 250,000 550,000

長期借入金の返済による支出 △129,000 △426,000

リース債務の返済による支出 △9,023 △7,833

配当金の支払額 △68,386 △76,934

非支配株主への配当金の支払額 △795 △1,106

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△2,216 －

その他 △25,314 △24,289

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,651 402,279

現金及び現金同等物に係る換算差額 △162,417 △14,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △308,796 305,550

現金及び現金同等物の期首残高 2,864,509 2,940,534

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,555,713 3,246,085
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（４）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２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９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２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

税金費用については、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に当該見積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。

（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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