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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第２四半期 23,255 △22.7 285 △47.9 210 △59.0 112 △67.0

2020年３月期第２四半期 30,086 △6.7 548 △6.0 513 △6.4 340 △7.4
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 224百万円( 5.3％) 2020年３月期第２四半期 213百万円(△32.2％)
　

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

2021年３月期第２四半期 13.16 －

2020年３月期第２四半期 39.86 －
　　

（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 ％

2021年３月期第２四半期 24,026 10,597 44.1

2020年３月期 26,204 10,475 40.0
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 10,597百万円 2020年３月期 10,475百万円
　

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

2020年３月期 － 11.00 － 12.00 23.00

2021年３月期 － 11.00

2021年３月期(予想) － － －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 52,000 △12.2 700 △38.2 600 △43.5 400 △35.6 46.79
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　



※ 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．10「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) 2021年３月期２Ｑ 8,550,000株 2020年３月期 8,550,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 1,749株 2020年３月期 1,749株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 8,548,251株 2020年３月期２Ｑ 8,548,279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．３「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。

　



プラマテルズ株式会社(2714) 2021年３月期 第２四半期決算短信

－ 1 －

○添付資料の目次

　

　

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

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………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）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………10

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………10

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …………………………………………10

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………10



プラマテルズ株式会社(2714) 2021年３月期 第２四半期決算短信

－ 2 －

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（2020年４月１日～2020年９月30日）におけるわが国及び世界の経済は、コロナ禍に

よって全般的に大幅に減速しましたが、同期間後半より、国・地域及び産業分野によってまだら模様ながら、徐々

に経済活動が回復傾向となってきました。しかしながら、コロナ禍は依然収束しておらず、再拡大の懸念を抱えた

まま先行きへの慎重な見方は変わらず、生産財の需要の戻りは限定的で、同期間を通して非常に低調に推移しまし

た。

このような状況下、当社グループにおきましても、主要扱い品目であるプラスチック原料の荷動きは依然として

鈍く、また原油・ナフサ価格の低迷によるプラスチック原料価格の下落にも見舞われ、当第２四半期連結累計期間

における売上高は、23,255百万円と前年同期比22.7％の大幅な減収となり、その結果、営業利益は285百万円（前

年同期比47.9％減）、経常利益は210百万円（同59.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は112百万円（同

67.0％減）となりました。

国内はプラスチック原料、製品ともに、月により浮き沈みがあったものの、出荷は総じて低迷状態でした。世

界において最も早く需要の一定の回復に至っている中国では、当社拠点業績も後半より緩やかに改善しましたが、

同時期に感染拡大が深刻化し、当局による厳格な種々規制が継続したアジア諸国では一層の悪化となり、海外全般

でも不振でした。リサイクル樹脂においても、モノの需要自体の収縮による影響と、バージン材の価格下落により

リサイクル材の価格優位性が毀損したことの影響で扱いを大きく減らしました。

（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24,026百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,178百万円減少いたし

ました。営業債権（受取手形及び売掛金）の減少があったことがその主たる要因であります。

また、負債は前連結会計年度末に比べ2,300百万円減少し、13,428百万円となりました。営業債務（支払手形及

び買掛金）の減少があったことがその主たる要因であります。

純資産の部は有価証券評価差額金の増加を主な要因として、前連結会計年度末より122百万円増加し、10,597百

万円となり、自己資本比率は44.1％となりました。

当第２四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、4,729百

万円であり、総資産金額24,026百万円に対して19.7％であります。また、有利子負債／株主資本の比率は、0.50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。

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347百万円増加し、4,779百万円となりました。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）

営業活動により獲得した資金は494百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益210百万円、売上

債権の減少2,595百万円による収入があった一方で、仕入債務の減少2,254百万円、法人税等の支払額168百万円に

よる支出等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）

投資活動により使用した資金は36百万円となりました。これは主として定期預金の預入による支出24百万円及び

投資有価証券の取得による支出６百万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）

財務活動により使用した資金は85百万円となりました。これは、長期借入れによる収入550百万円があった一方

で、短期借入金の返済による支出69百万円、長期借入金の返済による支出426百万円及び配当金の支払額102百万円

等があった結果によるものです。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年７月29日付「2021年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び同日付「業績予想に関するお

知らせ」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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,484,887 4,854,150

受取手形及び売掛金 13,051,850 10,369,434

電子記録債権 2,771,821 2,779,901

商品及び製品 2,562,217 2,736,842

仕掛品 20,531 28,281

原材料及び貯蔵品 34,612 37,786

その他 769,646 456,505

貸倒引当金 △1,380 △1,177

流動資産合計 23,694,186 21,261,725

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 652,583 652,930

減価償却累計額 △531,008 △537,226

建物及び構築物（純額） 121,574 115,703

機械装置及び運搬具 194,311 194,282

減価償却累計額 △175,252 △177,725

機械装置及び運搬具（純額） 19,059 16,557

工具、器具及び備品 152,423 153,164

減価償却累計額 △127,309 △131,255

工具、器具及び備品（純額） 25,114 21,908

土地 158,915 158,915

リース資産 184,218 212,004

減価償却累計額 △80,658 △104,316

リース資産（純額） 103,559 107,688

有形固定資産合計 428,223 420,773

無形固定資産

リース資産 19,905 16,648

その他 53,127 45,947

無形固定資産合計 73,032 62,595

投資その他の資産

投資有価証券 1,657,024 1,932,462

差入保証金 115,254 117,085

破産更生債権等 4,147 4,147

繰延税金資産 19,283 19,458

その他 219,256 213,952

貸倒引当金 △5,732 △5,832

投資その他の資産合計 2,009,234 2,281,273

固定資産合計 2,510,490 2,764,643

資産合計 26,204,677 24,026,368
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,488,267 7,191,405

短期借入金 3,890,774 3,782,869

1年内返済予定の長期借入金 491,000 233,000

未払法人税等 155,476 92,748

賞与引当金 99,670 90,716

その他 405,692 392,249

流動負債合計 14,530,881 11,782,989

固定負債

長期借入金 332,000 714,000

役員退職慰労引当金 80,295 10,595

退職給付に係る負債 323,432 335,432

繰延税金負債 237,095 315,492

その他 225,453 270,315

固定負債合計 1,198,276 1,645,836

負債合計 15,729,157 13,428,825

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 8,111,796 8,121,687

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 9,627,780 9,637,672

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 596,667 778,612

繰延ヘッジ損益 393 △105

為替換算調整勘定 250,679 181,362

その他の包括利益累計額合計 847,739 959,870

純資産合計 10,475,519 10,597,542

負債純資産合計 26,204,677 24,026,368



プラマテルズ株式会社(2714) 2021年３月期 第２四半期決算短信

－ 6 －

（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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 30,086,294 23,255,447

売上原価 28,150,785 21,692,979

売上総利益 1,935,509 1,562,468

販売費及び一般管理費

運賃 150,604 129,405

役員報酬 70,800 73,082

給料 399,003 393,301

賞与 19,576 15,594

賞与引当金繰入額 81,221 76,777

退職給付費用 21,433 26,064

役員退職慰労引当金繰入額 4,200 500

福利厚生費 97,131 95,101

旅費及び交通費 46,936 20,356

賃借料 79,942 77,154

支払手数料 59,489 55,803

租税公課 31,069 26,644

減価償却費 49,509 41,017

その他 276,471 246,231

販売費及び一般管理費合計 1,387,390 1,277,034

営業利益 548,118 285,434

営業外収益

受取利息 2,115 1,408

受取配当金 25,888 27,392

仕入割引 174 97

持分法による投資利益 583 －

貸倒引当金戻入額 69 102

その他 12,690 6,448

営業外収益合計 41,521 35,449

営業外費用

支払利息 49,987 43,962

売上割引 6,756 5,320

持分法による投資損失 － 1,332

為替差損 12,070 57,551

手形売却損 3,066 1,244

その他 4,617 914

営業外費用合計 76,498 110,326

経常利益 513,142 210,557
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 15 0

投資有価証券売却益 3,577 －

特別利益合計 3,592 0

特別損失

固定資産除却損 33 117

特別損失合計 33 117

税金等調整前四半期純利益 516,701 210,440

法人税等 176,009 97,969

四半期純利益 340,691 112,470

親会社株主に帰属する四半期純利益 340,691 112,470
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 340,691 112,470

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金（税引前） △50,711 268,498

繰延ヘッジ損益（税引前） 644 △719

為替換算調整勘定（税引前） △84,874 △65,673

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,162 △3,643

その他の包括利益に係る税効果額 13,768 △86,332

その他の包括利益合計 △127,334 112,131

四半期包括利益 213,357 224,601

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 213,357 224,601
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 516,701 210,440

減価償却費 60,322 54,883

貸倒引当金の増減額（△は減少） △69 △102

受取利息及び受取配当金 △28,003 △28,801

支払利息 49,987 43,962

為替差損益（△は益） △88 △691

持分法による投資損益（△は益） △583 1,332

投資有価証券売却損益（△は益） △3,577 －

固定資産売却損益（△は益） △15 △0

固定資産除却損 33 117

売上債権の増減額（△は増加） 862,563 2,595,727

たな卸資産の増減額（△は増加） 145,962 △221,809

仕入債務の増減額（△は減少） △1,708,553 △2,254,902

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,456 △8,954

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 700 △69,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △4,388 12,000

その他 150,764 346,342

小計 21,299 679,846

利息及び配当金の受取額 28,002 28,801

利息の支払額 △48,531 △45,293

法人税等の支払額 △193,543 △168,980

営業活動によるキャッシュ・フロー △192,771 494,372

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 △24,000 △24,000

定期預金の払戻による収入 24,000 －

有形固定資産の取得による支出 △9,052 △2,992

有形固定資産の売却による収入 15 0

無形固定資産の取得による支出 △594 △581

投資有価証券の取得による支出 △6,794 △6,939

投資有価証券の売却による収入 6,895 －

差入保証金の差入による支出 △792 △2,985

差入保証金の回収による収入 357 709

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,965 △36,789

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） △297,621 △69,743

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 △126,000 △426,000

リース債務の返済による支出 △31,191 △32,290

配当金の支払額 △111,127 △102,579

その他 △6,762 △5,307

財務活動によるキャッシュ・フロー △322,702 △85,919

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36,211 △23,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △561,651 347,792

現金及び現金同等物の期首残高 3,437,072 4,431,467

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,875,420 4,779,260



プラマテルズ株式会社(2714) 2021年３月期 第２四半期決算短信

－ 10 －

（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 2020年４月１日 至 2020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 2020年４月１日 至 2020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。


