
平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年１月29日

上 場 会 社 名 プラマテルズ株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 2714 URL https://www.plamatels.co.jp/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岸本 恭太

問合せ先責任者 (役職名) 取締役・職能部門長 (氏名) 住友 宣明 (TEL) 03-5789-9700

四半期報告書提出予定日 平成31年２月12日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年12月31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 ％

31年３月期第３四半期 49,375 10.9 964 7.1 927 6.6 604 5.7

30年３月期第３四半期 44,511 15.9 901 58.0 870 63.3 571 36.1
(注) 包括利益 31年３月期第３四半期 240百万円(△75.6％) 30年３月期第３四半期 982百万円( 537.9％)
　

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

31年３月期第３四半期 70.68 －

30年３月期第３四半期 66.89 －
　　

（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 ％

31年３月期第３四半期 29,241 10,314 35.3

30年３月期 28,087 10,262 36.5
(参考) 自己資本 31年３月期第３四半期 10,314百万円 30年３月期 10,262百万円
　

(注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 (企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を第１四半期連結会
計期間の期首から適用しており、前連結会計年度に係る指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
の指標等となっております。

　　

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

30年３月期 － 9.00 － 12.00 21.00

31年３月期 － 10.00 －

31年３月期(予想) 11.00 21.00
(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31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31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 62,000 3.2 1,100 △8.4 1,050 △7.7 700 △5.4 81.89
(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．８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）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) 31年３月期３Ｑ 8,550,000株 30年３月期 8,550,000株

② 期末自己株式数 31年３月期３Ｑ 1,721株 30年３月期 1,690株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期３Ｑ 8,548,285株 30年３月期３Ｑ 8,548,310株

　　
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結会

計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会

計年度との比較・分析を行っております。

（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30年４月１日～平成30年12月31日）の世界経済は、米中貿易協議の行方が依然

不透明という状況下で中国の成長減速が進み、影響はアジア全体に波及し、設備投資の抑制、生産の縮小に繋がり

ました。ユーロ圏でも勢いを失い、米国も保護主義や不安定な政権体制によって平成31年は減速に入る懸念も出て

います。一方日本は、企業収益および雇用・所得環境が依然堅調に推移し、景気回復が続きました。

当社グループは、経営理念である、お客様にとってのプラスチックの戦略パートナーとしての機能の向上を継続

的に目指して行動してきた結果、主力の精密機器・家電・電子分野、更に成長分野と位置付けている医療・衛生材

料関連も合わせ全般的に伸長し、売上高は49,375百万円（前年同期比10.9％増）、営業利益は964百万円（同7.1％

増）、経常利益は927百万円（同6.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は604百万円（同5.7％増）と、い

ずれも第３四半期連結累計期間において上場以来最高値に至りました。

当社は企業理念に地球環境への配慮を謳っており、エネルギー負荷低減、環境資源保護に繋がる商品の提案や提

供に努め、また廃プラスチックの有効利用に貢献すべく継続的に工業・日用品向け原料および製品のリサイクル化

の推進に取組んでおります。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は29,241百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,154百万円増加いたし

ました。その要因は、国内並びにアジア地域での取扱高の増加による営業債権（電子記録債権及び売掛金）並びに

商品及び製品の増加を主とした流動資産の増加額1,501百万円と投資有価証券を主とした固定資産の減少額347百万

円等によるものです。

また、負債は前連結会計年度末に比べ1,101百万円増加し、18,927百万円となりました。その要因は、好調な営

業動向を反映した資金需要に対応するための短期借入金の増加による流動負債の増加額878百万円及び長期借入金

の増加を主とした固定負債の増加額222百万円等によるものであります。

純資産の部は、親会社株主に帰属する四半期純利益の増加があった一方で、株式市場の変動を反映したその他有

価証券評価差額金の減少があったことにより、前連結会計年度末より52百万円増加し10,314百万円となり、自己資

本比率は35.3％となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間末の金融機関からの借入金の総額は、短期借入金・長期借入金を合わせて、

5,463百万円であり、総資産金額29,241百万円に対して18.7％であります。また、有利子負債／株主資本の比率は

0.60倍となっており、会社の財政の健全性は確保されていると判断しております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年４月25日付「平成30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。
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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30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,981,919 2,696,529

受取手形及び売掛金 16,276,560 16,682,830

電子記録債権 2,420,955 2,915,045

商品及び製品 2,536,191 3,179,871

仕掛品 19,166 19,861

原材料及び貯蔵品 34,832 44,810

その他 535,020 768,014

貸倒引当金 △5,924 △6,493

流動資産合計 24,798,722 26,300,469

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 645,558 651,961

減価償却累計額 △504,453 △514,666

建物及び構築物（純額） 141,104 137,294

機械装置及び運搬具 193,165 207,493

減価償却累計額 △178,627 △181,299

機械装置及び運搬具（純額） 14,538 26,194

工具、器具及び備品 135,795 159,721

減価償却累計額 △105,088 △126,408

工具、器具及び備品（純額） 30,706 33,313

土地 158,915 158,915

リース資産 108,815 61,876

減価償却累計額 △89,217 △21,504

リース資産（純額） 19,597 40,372

有形固定資産合計 364,862 396,090

無形固定資産

リース資産 1,227 26,322

その他 44,361 61,376

無形固定資産合計 45,588 87,698

投資その他の資産

投資有価証券 2,529,192 2,099,461

差入保証金 110,246 112,672

破産更生債権等 4,287 4,287

繰延税金資産 21,173 15,161

その他 217,978 231,764

貸倒引当金 △4,287 △5,822

投資その他の資産合計 2,878,591 2,457,524

固定資産合計 3,289,043 2,941,313

資産合計 28,087,765 29,241,783
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,805,735 11,966,192

短期借入金 3,557,333 4,516,103

1年内返済予定の長期借入金 391,000 233,000

未払法人税等 190,047 95,946

賞与引当金 109,810 86,419

その他 350,344 385,490

流動負債合計 16,404,272 17,283,151

固定負債

長期借入金 432,000 714,000

役員退職慰労引当金 93,695 75,770

退職給付に係る負債 292,438 309,430

繰延税金負債 471,225 352,279

その他 131,956 192,825

固定負債合計 1,421,315 1,644,305

負債合計 17,825,588 18,927,457

純資産の部

株主資本

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 723,962 723,962

利益剰余金 7,153,902 7,570,035

自己株式 △979 △1,011

株主資本合計 8,669,935 9,086,035

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,166,883 864,289

繰延ヘッジ損益 △5,148 △1,956

為替換算調整勘定 430,506 365,957

その他の包括利益累計額合計 1,592,242 1,228,289

純資産合計 10,262,177 10,314,325

負債純資産合計 28,087,765 29,241,783
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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29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 44,511,928 49,375,848

売上原価 41,615,630 46,256,818

売上総利益 2,896,298 3,119,029

販売費及び一般管理費

運賃 220,746 249,809

役員報酬 88,964 97,715

給料 589,576 609,854

賞与 98,791 99,134

賞与引当金繰入額 73,507 87,762

退職給付費用 30,589 36,438

役員退職慰労引当金繰入額 10,500 10,875

福利厚生費 137,140 149,135

旅費及び交通費 81,487 83,464

賃借料 133,418 132,484

支払手数料 90,402 96,894

租税公課 27,705 46,683

減価償却費 65,123 46,363

貸倒引当金繰入額 1,526 568

その他 345,762 407,240

販売費及び一般管理費合計 1,995,243 2,154,424

営業利益 901,054 964,604

営業外収益

受取利息 2,333 2,267

受取配当金 33,511 36,414

仕入割引 327 334

持分法による投資利益 － 14,568

その他 10,819 11,978

営業外収益合計 46,992 65,563

営業外費用

支払利息 47,994 65,550

売上割引 10,214 10,060

持分法による投資損失 226 －

為替差損 10,336 7,938

手形売却損 3,746 6,874

その他 4,930 11,984

営業外費用合計 77,449 102,409

経常利益 870,598 927,759
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(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

特別利益

固定資産売却益 47 53

受取保険金 － 16,004

特別利益合計 47 16,058

特別損失

固定資産除却損 145 268

会員権評価損 － 11,139

災害による損失 － 13,660

特別損失合計 145 25,069

税金等調整前四半期純利益 870,500 918,748

法人税等 293,475 314,553

四半期純利益 577,024 604,194

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,229 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 571,794 604,194
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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29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 577,024 604,194

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金（税引前） 599,158 △439,829

繰延ヘッジ損益（税引前） 7,570 4,671

為替換算調整勘定（税引前） △5,183 △66,018

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,717 1,469

その他の包括利益に係る税効果額 △189,016 135,754

その他の包括利益合計 405,811 △363,952

四半期包括利益 982,835 240,242

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 977,605 240,242

非支配株主に係る四半期包括利益 5,229 －
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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30年４月１日 至 平成30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30年４月１日 至 平成30年12月31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３四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。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の

区分に表示しております。
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