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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第３四半期 42,290 △3.4 683 △1.7 660 △0.1 388 2.2
24年３月期第３四半期 43,788 4.1 694 1.9 660 2.8 379 △0.4

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 360百万円( 61.2％) 24年３月期第３四半期 223百万円(△17.8％)

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

25年３月期第３四半期 45.42 －
24年３月期第３四半期 44.43 －

（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 ％

25年３月期第３四半期 23,735 6,528 27.3
24年３月期 24,561 6,319 25.5

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 6,472百万円 24年３月期 6,268百万円

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

24年３月期 － 7.00 － 10.50 17.50
25年３月期 － 7.00 －

25年３月期(予想) 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

 ※平成24年３月期期末配当10.50円のうち2.50円は上場10周年記念配当。

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 58,000 △0.0 880 △0.7 800 △5.2 500 △6.3 58.49

(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ：有

新規 １社（社名） Pla Matels (Thailand) Co., Ltd. 、除外 ―社（社名）

(注)詳細は、添付資料Ｐ．３「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」をご覧ください。

（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．３「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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年３月期３Ｑ 8,550,000株 24年３月期 8,550,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 1,584株 24年３月期 1,584株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 8,548,416株 24年３月期３Ｑ 8,548,416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）連結業績予想に関する
定性的情報」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）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日～平成24年12月31日）におけるわが国経済は、東日

本大震災の復興関連効果などによる緩やかな景気の持ち直しの動きは見られたものの、欧州の債務

危機問題の再燃、中国をはじめとする新興国経済の減速に加え、円高の長期化など国内外の不安定

要因により、依然として先行きに対する不透明感は払拭できない状況が続いております。 

このような状況下、当社グループは国内・海外の連結子会社を含め、グループ全体としての連携

強化に努め、営業努力を積み重ねてきましたが、全般的に厳しい状況下に置かれたことは否めませ

ん。その結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は42,290百万円（前年同期比

3.4％減）、営業利益は683百万円（同1.7％減）、経常利益は660百万円（同0.1％減）、四半期純利

益は388百万円（同2.2％増）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は23,735百万円となり、前連結会計年度末と比べ826百万円

減少いたしました。その要因は、受取手形及び売掛金並びに現金及び預金を主とした流動資産の減

少額749百万円及び投資有価証券を主とした固定資産の減少額77百万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1,035百万円減少し、17,206百万円となりました。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1,290百万円及び長期借入金を主とした固定負債

の増加額254百万円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208百万円増加し6,528百万円となり、自己資本比率は27.3％

となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の業績は、国内・海外の連結子会社を含め、グループ全体としての連

携強化に努め、着実に需要を捉えることで当初の業績予想に対しては、ほぼ順調に推移いたしまし

た。 

しかしながら欧州の債務危機問題の再燃、中国をはじめとした新興国経済の減速に加え、円高の

長期化など国内外の不安定要因により、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。 

一方で年末にかけての円安方向への転換及び株式市場の活発化など明るい兆しも見え始めており、

商機を逃さぬようベストの体制で臨む所存です。 

これらを総合的に勘案し、平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年10月26日付

「平成25年３月期 第２四半期決算短信」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．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 

第２四半期連結会計期間において、Pla Matels (Thailand) Co., Ltd.を新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。 

 

（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３四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 

（重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準の変更） 

在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用は、従来、在外子会社等の決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に

含めて計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より収益及び費用は期中平均為替相場に

より円貨に換算しております。 

この変更は、在外子会社等の収益及び費用の重要性が増し、為替相場の変動が連結財務諸表に

与える影響が高まってきたことに伴い、為替相場変動による期間損益への影響を平準化すること

で、より適切に連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。 

当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の

四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。 

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありますが、利益剰余金の前期首残高は19,686

千円増加いたしております。 

 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益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24年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   3,910,751   3,492,166 

    受取手形及び売掛金   17,328,429   16,899,205 

    商品及び製品   1,096,037   1,289,003 

    仕掛品   11,875   8,398 

    原材料及び貯蔵品   22,729   34,627 

    繰延税金資産   77,264   75,918 

    その他   281,063   179,358 

    貸倒引当金   △13,111   △12,709 

    流動資産合計   22,715,038   21,965,967 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物   676,615   683,809 

       減価償却累計額   △456,357   △465,542 

       建物及び構築物（純額）   220,257   218,267 

      機械装置及び運搬具   196,619   197,238 

       減価償却累計額   △177,908   △182,846 

       機械装置及び運搬具（純額）   18,711   14,391 

      工具、器具及び備品   97,566   91,092 

       減価償却累計額   △89,250   △83,213 

       工具、器具及び備品（純額）   8,316   7,878 

      土地   220,948   220,948 

      リース資産   72,835   76,635 

       減価償却累計額   △37,857   △45,383 

       リース資産（純額）   34,977   31,251 

      有形固定資産合計   503,211   492,737 

    無形固定資産         

      リース資産   67,648   42,315 

      その他   40,413   39,026 

      無形固定資産合計   108,062   81,341 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   926,085   879,324 

      差入保証金   134,226   118,399 

      破産更生債権等   1,819   1,586 

      繰延税金資産   29,595   44,915 

      その他   145,279   152,292 

      貸倒引当金   △1,507   △1,291 

      投資その他の資産合計   1,235,499   1,195,227 

    固定資産合計   1,846,773   1,769,306 

  資産合計   24,561,812   23,735,274 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   13,097,457   12,362,015 

    短期借入金   3,292,409   2,985,836 

    1年内返済予定の長期借入金   332,000   182,000 

    未払法人税等   142,171   98,185 

    賞与引当金   94,169   64,712 

    資産除去債務   3,100   － 

    その他   328,192   306,571 

    流動負債合計   17,289,500   15,999,321 

  固定負債         

    長期借入金   468,000   702,000 

    退職給付引当金   219,599   260,470 

    役員退職慰労引当金   36,191   58,444 

    繰延税金負債   31,973   22,633 

    その他   196,689   163,819 

    固定負債合計   952,454   1,207,367 

  負債合計   18,241,955   17,206,688 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   793,050   793,050 

    資本剰余金   721,842   721,842 

    利益剰余金   4,970,791   5,209,105 

    自己株式   △930   △930 

    株主資本合計   6,484,753   6,723,067 

  その他の包括利益累計額         

    その他有価証券評価差額金   49,452   17,010 

    繰延ヘッジ損益   127   72 

    為替換算調整勘定   △265,353   △267,767 

    その他の包括利益累計額合計   △215,773   △250,685 

  少数株主持分   50,877   56,203 

  純資産合計   6,319,857   6,528,585 

負債純資産合計   24,561,812   23,735,274 
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高   43,788,728   42,290,601 

売上原価   41,350,622   39,900,039 

売上総利益   2,438,105   2,390,562 

販売費及び一般管理費         

  運賃   182,778   173,539 

  役員報酬   96,646   92,107 

  給料   514,548   505,679 

  賞与   89,877   77,079 

  賞与引当金繰入額   63,879   60,801 

  退職給付費用   50,943   43,778 

  役員退職慰労引当金繰入額   14,478   10,883 

  福利厚生費   113,027   110,034 

  旅費及び交通費   59,679   62,982 

  賃借料   127,331   118,181 

  支払手数料   79,980   79,733 

  租税公課   19,993   18,788 

  減価償却費   53,675   50,053 

  その他   276,583   303,716 

  販売費及び一般管理費合計   1,743,423   1,707,360 

営業利益   694,682   683,201 

営業外収益         

  受取利息   354   429 

  受取配当金   19,408   16,144 

  仕入割引   646   443 

  為替差益   －   1,860 

  持分法による投資利益   17,190   15,531 

  その他   12,022   9,087 

  営業外収益合計   49,623   43,496 

営業外費用         

  支払利息   45,510   46,307 

  手形売却損   8,692   5,232 

  為替差損   16,267   － 

  その他   13,030   15,034 

  営業外費用合計   83,501   66,574 

経常利益   660,804   660,123 
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  (単位:千円) 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

特別利益         

  投資有価証券売却益   －   449 

  特別利益合計   －   449 

特別損失         

  投資有価証券売却損   11   － 

  投資有価証券評価損   24,534   19,071 

  その他   1,295   4,895 

  特別損失合計   25,841   23,966 

税金等調整前四半期純利益   634,963   636,607 

法人税等   249,869   241,310 

少数株主損益調整前四半期純利益   385,093   395,296 

少数株主利益   5,293   6,990 

四半期純利益   379,799   388,306 
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   385,093   395,296 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金（税引前）   △190,929   △50,962 

  繰延ヘッジ損益（税引前）   82   △123 

  為替換算調整勘定（税引前）   △45,340   △5,891 

  持分法適用会社に対する持分相当額   △7,221   3,477 

  その他の包括利益に係る税効果額   81,904   18,588 

  その他の包括利益合計   △161,505   △34,911 

四半期包括利益   223,587   360,385 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   218,293   353,394 

  少数株主に係る四半期包括利益   5,293   6,990 
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（３）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24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

（４）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。 

 

（５）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24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 
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