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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（１）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 ％

2021年３月期第２四半期 1,358 5.4 98 △40.2 98 △43.8 64 △45.4
2020年３月期第２四半期 1,288 △6.3 164 0.7 174 10.0 118 △0.5

　

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 24.26 ―
2020年３月期第２四半期 44.51 ―

(注)費用には臨時株主総会関連費用73百万円を含む。
　

（２）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 2,694 1,288 47.8

2020年３月期 3,106 1,343 43.2

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 1,288百万円 2020年３月期 1,343百万円
　

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00

2021年３月期 ― 0.00

2021年３月期(予想) ― ― ―

(注)１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
２ 2021年３月期の配当予想につきましては、現時点で未定としております。今後、業績予想の算定が可能となっ
　 た時点ですみやかに開示いたします。

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

2021年３月期の業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難であることから、公表してお
りません。今後、業績予想の算定が可能となった時点ですみやかに開示いたします。

　　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

　

（３）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 2,734,675株 2020年３月期 2,734,675株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 107,378株 2020年３月期 35,750株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 2,656,957株 2020年３月期２Ｑ 2,653,045株
　

（注）当社は「株式給付信託（従業員持株会処分型）」制度を導入しております。信託Ｅ口が所有する当社株式
（2020年３月期34,500株、2021年３月期２Ｑ27,100株）を期末自己株式数に含めております。また、信託
Ｅ口が所有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式（2020年３月期２Ｑ52,662
株、2021年３月期２Ｑ 30,634株）に含めております。

※ 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

　2021年３月期の業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難であることから、公表してお
りません。今後、業績予想の算定が可能となった時点ですみやかに開示いたします。
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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症により、経済活動の停滞が続いており

ます。今後インフルエンザ流行期に入り、第三波による経済への影響が懸念されており、景気の先行きは依然とし

て不透明な状況が続いております。

当社が関係するプラスチック加工業界は、今後益々の合理化を進め、競争力を高めなければならない状況にあり、

当社としても更なる省エネルギー、省力化の製品の開発を提案して行く方向にあります。

このような状況下、売上高につきましてはインフレーション成形機事業、リサイクル装置事業、メンテナンス事

業共に、前年同四半期に比して減少しました。ブロー成型機事業につきましては、大型成型機の納入検収が順調に

進み、前年同四半期に比して増加しております。利益面につきましては、販売費及び一般管理費が増加した結果、

営業利益、経常利益、四半期純利益が前年同四半期を下回りました。

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は、13億５千８百万円と前年同四半期と比べ７千万円増加

（前年同四半期比5.4％増）し、利益面につきましては、営業利益９千８百万円（前年同四半期比40.2％減）、経常

利益９千８百万円（前年同四半期比43.8％減）、四半期純利益６千４百万円（前年同四半期比45.4％減）となりま

した

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して４億１千２百万円減少し、26億９千４百万円

となりました。これは主に現金及び預金が２億７千２百万円、製品が２億１千６百万円、受取手形及び売掛金が８

千３百万円減少した一方で、仕掛品が２千１百万円、有形固定資産が２千２百万円増加したことによるものです。

負債につきましては、前事業年度末と比較して３億５千７百万円減少し、14億６百万円となりました。これは主

に支払手形及び買掛金が１億６百万円、前受金が８千３百万円、未払法人税等が６千７百万円、借入金が５千８百

万円減少したことによるものです。

純資産につきましては、前事業年度末と比較して５千４百万円減少し、12億８千８百万円となりました。これは

主に、当第２四半期累計期間に四半期純利益６千４百万円を計上しましたが、自己株式が取得と売却により７千９

百万円増加（純資産の減少）し、配当金の支払額４千万円を計上したことによるものです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績見通しにつきましては、コロナウイルス終息時期の見通しが立たない状況であるため、合理

的に算定することは困難であることから未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった時点ですみや

かに公表いたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,140,230 867,551

受取手形及び売掛金 533,262 449,562

製品 227,965 11,066

仕掛品 274,910 296,635

原材料及び貯蔵品 20,346 18,033

その他 43,788 175,153

貸倒引当金 △267 ―

流動資産合計 2,240,236 1,818,003

固定資産

有形固定資産

土地 268,000 268,000

その他（純額） 391,958 414,593

有形固定資産合計 659,958 682,593

無形固定資産 35,258 37,841

投資その他の資産

その他 182,650 167,703

貸倒引当金 △13,660 △13,385

投資その他の資産合計 168,990 154,318

固定資産合計 864,207 874,754

繰延資産 2,381 2,038

資産合計 3,106,824 2,694,796

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 389,189 282,760

短期借入金 109,710 101,240

前受金 250,297 166,764

未払法人税等 98,061 30,487

製品保証引当金 9,733 10,159

賞与引当金 22,200 28,112

その他 220,216 200,787

流動負債合計 1,099,409 820,310

固定負債

社債 107,300 85,900

長期借入金 426,730 376,486

引当金 14,280 15,114

その他 115,669 108,494

固定負債合計 663,979 585,995

負債合計 1,763,389 1,406,305
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 519,624 519,624

資本剰余金 127,444 127,444

利益剰余金 638,382 661,831

自己株式 △34,594 △113,701

株主資本合計 1,250,856 1,195,199

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,076 △1,364

土地再評価差額金 94,655 94,655

評価・換算差額等合計 92,578 93,291

純資産合計 1,343,435 1,288,491

負債純資産合計 3,106,824 2,694,796
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

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

売上高 1,288,680 1,358,704

売上原価 805,241 900,227

売上総利益 483,439 458,477

販売費及び一般管理費 319,063 360,220

営業利益 164,375 98,256

営業外収益

物品売却益 261 100

受取地代家賃 7,720 ―

受取保証料 2,046 2,046

為替差益 3,572 669

その他 357 638

営業外収益合計 13,957 3,455

営業外費用

支払利息 2,041 1,947

自己株式取得費用 521 755

その他 1,248 982

営業外費用合計 3,812 3,685

経常利益 174,520 98,026

特別損失

固定資産除却損 ― 1,385

特別損失合計 ― 1,385

税引前四半期純利益 174,520 96,641

法人税、住民税及び事業税 55,181 25,903

法人税等調整額 1,245 6,287

法人税等合計 56,427 32,191

四半期純利益 118,093 64,449
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 174,520 96,641

減価償却費 30,216 35,328

引当金の増減額（△は減少） 6,859 6,629

受取利息及び受取配当金 △321 △400

支払利息 2,041 1,947

売上債権の増減額（△は増加） 575,725 167

たな卸資産の増減額（△は増加） △187,005 197,485

仕入債務の増減額（△は減少） △103,103 △137,509

その他 △53,002 △4,434

小計 445,930 195,854

利息及び配当金の受取額 321 400

利息の支払額 △2,122 △1,946

法人税等の支払額 △107,640 △90,981

営業活動によるキャッシュ・フロー 336,489 103,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △55,448 △81,081

投資有価証券の取得による支出 △299 △298

その他 △40 △10,146

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,787 △91,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 200,000 ―

短期借入金の純増減額（△は減少） ― 20,000

長期借入金の返済による支出 △116,437 △78,713

社債の償還による支出 △21,400 △21,400

自己株式の売却による収入 9,929 9,665

自己株式の取得による支出 △49,252 △86,412

配当金の支払額 △54,110 △40,631

その他 △13,527 △86,986

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,798 △284,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 235,902 △272,678

現金及び現金同等物の期首残高 656,659 1,046,206

現金及び現金同等物の四半期末残高 892,562 773,527
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（４）四半期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）

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）

前第２四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

１. 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 54,599 20.00
2019年
３月31日

2019年
６月28日

（注）１ 2019年６月27日定時株主総会の決議による配当金の総額には、信託Ｅ口が保有する当社株式に対す

る配当金1,172千円が含まれております。

２ １株当たり配当額には第60期記念配当５円が含まれております。

２．株主資本の著しい変動

2019年５月14日開催の取締役会の決議等により、自己株式61,808株を49,252千円にて取得し、「株式給付信

託制度（従業員持株会処分型）」による自己株式の従業員持株会への売却12,800株、12,636千円（売却原価）

を行っております。この結果、当第２四半期会計期間末において自己株式が99,599千円となっております。

当第２四半期累計期間(自 2020年４月1日 至 2020年９月30日)

１. 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2020年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 40,999 15.00
2020年
３月31日

2020年
６月26日

（注）2020年６月25日定時株主総会の決議による配当金の総額には、信託Ｅ口が保有する当社株式に対する配

当金517千円が含まれております。

２．株主資本の著しい変動

2020年４月27日開催の取締役会の決議により、自己株式76,000株を79,998千円にて取得し、「株式給付信託

制度（従業員持株会処分型）」による自己株式の従業員持株会への売却7,400株、7,305千円（売却原価）を行

っております。

また、2020年９月14日開催の取締役会の決議により、自己株式2,900株を6,198千円にて取得しております。

この結果、当第２四半期会計期間末において自己株式が113,701千円となっております。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社はプラスチック成形機事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省

略しております。
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（追加情報）

１.自己株式の取得

(1) 2020年４月27日開催の取締役会決議に基づく取得

当社は、2020年４月27日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。

① 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするとともに、株主還元の強化及び資本効率の

向上を図るため。

② 取得に係る事項の内容

a. 取得対象株式の種類：当社普通株式

b. 取得する株式の総数：150,000株（上限）

　 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合5.48％）

c. 株式の取得価額の総額：80,000千円（上限）

d. 取得期間：2020年５月18日～2020年12月10日

なお、2020年７月９日の取得をもって2020年４月27日開催の取締役会決議による自己株式の取得は終了

しております。

e. 取得方法：東京証券取引所における市場買付

(2) 2020年９月14日開催の取締役会決議に基づく取得

当社は、2020年９月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。

① 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするとともに、株主還元の強化及び資本効率の

向上を図るため。

② 取得に係る事項の内容

a. 取得対象株式の種類：当社普通株式

b. 取得する株式の総数：50,000株（上限）

　 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.31％）

c. 株式の取得価額の総額：80,000千円（上限）

d. 取得期間：2020年９月17日～2020年11月30日

e. 取得方法：東京証券取引所における市場買付

　



株式会社プラコー(6347) 2021年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

-9-

３．補足事項

（１）生産、受注及び販売の状況

１ 生産実績

当第２四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称 生産高(千円)
前年同四半期比

(％)

インフレーション成形機事業 506,107 △39.5

ブロー成形機事業 337,028 229.0

リサイクル装置事業 9,280 △79.9

合 計 852,415 △13.5

(注) １ 金額は、販売価格によっております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 受注実績

当第２四半期累計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

インフレーション成形機事業 705,247 △6.0 767,750 3.5

ブロー成形機事業 200,980 △20.0 390,435 △56.6

リサイクル装置事業 11,730 △82.2 8,850 △77.1

合 計 917,957 △14.0 1,167,035 △30.6

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 販売実績

当第２四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称 販売高(千円)
前年同四半期比

(％)

インフレーション成形機事業 585,432 △30.5

ブロー成形機事業 540,938 258.4

リサイクル装置事業 22,600 △51.3

メンテナンス事業 209,733 △15.7

合 計 1,358,704 5.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


