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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第58期

第２四半期累計期間
第59期

第２四半期累計期間
第58期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (千円) 1,913,434 1,374,966 3,428,358

経常利益 (千円) 144,333 158,616 213,740

四半期(当期)純利益 (千円) 103,317 118,710 152,048

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 509,624 519,624 509,624

発行済株式総数 (株) 27,152,585 27,346,759 27,152,585

純資産額 (千円) 777,877 885,298 830,195

総資産額 (千円) 2,526,738 2,427,007 2,217,512

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 39.41 45.09 57.94

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 15.00

自己資本比率 (％) 30.8 36.5 37.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △54,930 △2,758 183,564

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △8,199 △6,146 △93,631

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △50,999 △8,162 △170,436

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 426,452 443,011 460,078
 

 

回次
第58期

第２四半期会計期間
第59期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年７月１日
至 平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 36.83 40.85
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がありませんので記載しておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。
４　第57期より従業員株式所有制度を導入しております。当制度の導入に伴い資産管理サービス信託銀行株式会

社（信託Ｅ口）（以下、「信託Ｅ口」といいます。）が保有する当社株式を、第58期第２四半期累計期間及
び第58期事業年度並びに第59期第２四半期累計期間の1株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上、期中
平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

５　平成30年10月１付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。前事業年度の期

首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額及び１株当たり配当額を算定

しております。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した「事業等のリスク」について、重要な変更はありません。

　なお、文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1)財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、堅調な所得・雇用環境を背景とした緩やかな回復基調で推移して

おりましたが、豪雨や震災による消費や企業活動の停滞等、景気回復の鈍化が懸念される状況となっております。

また、海外においては、米中の貿易摩擦の警戒感は後退したものの、依然として先行き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、昨年からの原油、ナフサ価格上昇に伴い、原材料である合成樹脂の価

格上昇が続き、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、当社としても更に省エネル

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、継続的に推し進めております原価率改善への取組の効果により、営業利益、経常利益、四半

期純利益が増益となりました。売上高につきましてはインフレーション成形機事業、ブロー成形機事業共に生産ス

ケジュールの変更もあり前年同四半期に比して減少しましたが、付加価値の高い特殊機の受注があったことと、積

極的な業務改善により、設計、加工段階での効率化が進み、コストが抑制されたことから利益率が改善される結果

となりました。設備投資の面では、今後の更なる競争力向上のため、前事業年度に導入した工作機械である五軸マ

シニングセンターに引き続き、最新CNC旋盤を導入し部品の内製化の多様化を進めております。

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は、13億７千４百万円と前年同四半期と比べ５億３千８百万

円減少（前年同四半期比28.1％減）しましたが、利益面につきましては、営業利益１億６千３百万円（前年同四半

期比13.0％増）、経常利益１億５千８百万円（前年同四半期比9.9％増）となりました。四半期純利益につきまして

は、１億１千８百万円（前年同四半期比14.9％増）となりました。

 
事業部門ごとの営業概要は次のとおりであります。

 
[インフレーション成形機事業]

インフレーション成形機事業につきましては、大型成形機の売上計上はありましたが、海外向け汎用機や押出

機等の売上が減少し、売上高は前年同四半期と比較して減少しました。

　この結果、売上高は８億４千４百万円(前年同四半期比8.1％減)となりました。

 
［ブロー成形機事業］

ブロー成形機事業につきましては、受注はあったものの、期中に売上計上される大型成形機の納入がなく、既

製機の改造などが主だったため、売上高は前年同四半期と比較して減少しました。

　この結果、売上高は２億３千２百万円(前年同四半期比67.5％減)となりました。

 
［リサイクル装置事業］

リサイクル装置事業につきましては、マテリアルリサイクル装置および部品の売上を計上しました。

　この結果、売上高は４千９百万円(前年同四半期比613.6％増)となりました。

 
［メンテナンス事業］

メンテナンス事業につきましては、補修部品の受注は増えましたが、工事等の受注が減り、売上高は前年同四

半期と比較して減少しました。

　この結果、売上高は２億４千７百万円(前年同四半期比8.7％減)となりました。

 

以上の結果、当第２四半期累計期間の財政状態は次の通りとなりました。
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（資産）

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２億９百万円増加し、24億２千７百万円とな

りました。これは主に棚卸資産が８千２百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が２億８百万円増加したこと

によるものです。

（負債）

負債につきましては、前事業年度末と比較して１億５千４百万円増加し、15億４千１百万円となりました。これ

は主に支払手形及び買掛金が５千１百万円減少した一方で、借入金が８千６百万円、前受金が８千４百万円増加し

たことによるものです。

（純資産）

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

主に、当第２四半期累計期間純利益１億１千８百万円を計上したことによるものです。なお、平成30年６月27日開

催の定時株主総会において資本準備金の額の減少についての決議を行い、平成30年８月１日付でその効力が発生し

ておりますが、これは貸借対照表における「純資産の部」の勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変動は

ありません。

 

(2)キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べて１千７百万円減少し、４

億４千３百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前四半期純利益１億６千５百万円を計上しましたが、

主に売上債権の増加２億８百万円により、２百万円の減少(前年同四半期は５千４百万円の減少)となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に有形固定資産の取得による支出７百万円であり、６百

万円の減少(前年同四半期は８百万円の減少)となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に借入金の返済が９千６百万円、自己株式取得による支

出４千９百万円、配当金の支払額が３千９百万円ありましたが、長期借入による収入が２億円あったことから、８

百万円の減少(前年同四半期は５千万円の減少)となりました。

 
(3）経営方針・経営戦略等

当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。

 
(5)研究開発活動

当第２四半期累計期間における当社の研究開発活動の金額は、３百万円であります。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000
 

(注)　平成30年６月27日開催の第58期定時株主総会において、当社普通株式10株を１株とする株式併合に伴う定款変

更が行われ、株式併合の効力発生日（平成30年10月１日）をもって、当社の発行可能株式総数は72,000,000株

減少し、8,000,000株となっております。

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成30年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年11月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 27,346,759 2,734,675
東京証券取引所　　
ＪＡＳＤＡＱ　　
(スタンダード)

単元株式数は、1,000株
となっています。

計 27,346,759 2,734,675 ― ―
 

(注)１　発行済株式のうち6,666,000株は、現物出資(借入金の株式化 99,990千円）によって発行されたもので

あります。

(注)２　発行済株式のうち194,174株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権合計19,999,992円を出資の

目的とする現物出資により発行したものです。

(注)３　平成30年６月27日開催の第58期定時株主総会決議により、当社普通株式10株を１株とする株式併合に伴

う定款変更が行われ、株式併合の効力発生日（平成30年10月１日）をもって、当社の発行済株式総数は

24,612,084株減少し、2,734,675株となっております。

(注)４　平成30年６月27日開催の第58期定時株主総会の決議により、平成30年10月１日をもって、単元株式数を

1,000株から100株に変更しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年８月１日
(注)１

― 27,152,585 ― 509,624 △131,387 ―

平成30年８月13日
(注)２

194,174 27,346,759 9,999 519,624 9,999 9,999
 

(注)１　会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであ

ります。

(注)２　平成30年７月17日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として194,174株の新株を発行いた

しました。

発行価額 1株につき103円

資本組入額 1株につき51円50銭
 

(注)３　平成30年６月27日開催の第58期定時株主総会の決議により、当社普通株式10株を１株とする株式併合に

伴う定款変更が行われ、株式併合の効力発生日（平成30年10月１日）をもって、当社の発行済株式総数

は24,612,084株減少し、2,734,675株となっております。

 

(5) 【大株主の状況】

  平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

有限会社フクジュコーポレーション 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目38番6号 4,337 16.19

FUBON SECURITIES CO.,LTD A/C GLOBAL　　　(常

任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

4/F.,NO.108,SEC1,TUNHWA S.RD.,TAIPEI105,TAIWAN 

東京都新宿区新宿６丁目27番30号
3,063 11.43

西村　治彦 千葉県千葉市花見川区 1,817 6.78

松浦　健 長崎県佐世保市 1,355 5.05

プラコー共栄会 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田550番地 997 3.72

安本　匡宏 大阪府東大阪市 787 2.93

資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託E口）

東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランドトリトンスク

エア オフィスタワーＺ棟
721 2.69

吉川　愼太郎 大阪府泉南市 690 2.57

秦　　範男 埼玉県さいたま市見沼区 592 2.20

黒澤　秀男　　 埼玉県さいたま市浦和区 392 1.46

計 ― 14,752 55.02
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 498,000
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 26,789,000
 

26,789 ―

単元未満株式 普通株式 59,759
 

― 単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数  27,346,759
 

― ―

総株主の議決権 ― 26,789 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が２千株(議決権２個)含ま

 れております。
２　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、信託Ｅ口が所有する当社株式712,000株（議決権712個）

が含まれております。
３　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式126株が含まれております。
４　平成30年６月27日開催の第58期定時株主総会の決議により、当社普通株式10株を１株とする株式併合に伴う

定款変更が行われ、株式併合の効力発生日（平成30年10月１日）をもって、当社の発行済株式総数は
24,612,084株減少し、2,734,675株となっております。

５　平成30年６月27日開催の第58期定時株主総会の決議により、平成30年10月１日をもって、単元株式数を
1,000株から100株に変更しております。

　
② 【自己株式等】

平成30年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 埼玉県さいたま市岩槻区
笹久保新田550番地

498,000 ― 498,000 1.8
株式会社プラコー

計 ― 498,000 ― 498,000 1.8
 

(注) １　上記には、信託E口が所有する当社株式712,000株を含めておりません。

２　株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が１千株(議決権１個)ありま
す。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。

 

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成30年７月１日から平成30年

９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、監査法人ブレインワークによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 554,086 537,019

  受取手形及び売掛金 ※2,3  559,848 ※3  852,298

  製品 125,332 39,457

  仕掛品 87,247 93,394

  原材料及び貯蔵品 25,893 22,981

  その他 26,599 17,416

  貸倒引当金 △224 △170

  流動資産合計 1,378,782 1,562,397

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 460,614 460,614

   その他（純額） 220,778 251,439

   有形固定資産合計 681,393 712,054

  無形固定資産 49,512 42,465

  投資その他の資産   

   その他 116,875 119,441

   貸倒引当金 △12,803 △12,760

   投資その他の資産合計 104,072 106,681

  固定資産合計 834,977 861,201

 繰延資産 3,752 3,409

 資産合計 2,217,512 2,427,007

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※3  384,602 ※3  333,424

  短期借入金 118,584 135,720

  前受金 126,951 210,961

  未払法人税等 18,952 43,042

  製品保証引当金 25,991 21,377

  賞与引当金 26,400 26,824

  その他 146,987 153,218

  流動負債合計 848,469 924,568

 固定負債   

  社債 192,900 171,500

  長期借入金 193,148 279,221

  引当金 35,843 15,473

  その他 116,955 150,945

  固定負債合計 538,847 617,140

 負債合計 1,387,317 1,541,709
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 509,624 519,624

  資本剰余金 131,387 141,387

  利益剰余金 153,790 231,854

  自己株式 △84,272 △125,944

  株主資本合計 710,529 766,921

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 183 △1,104

  土地再評価差額金 119,482 119,482

  評価・換算差額等合計 119,665 118,377

 純資産合計 830,195 885,298

負債純資産合計 2,217,512 2,427,007
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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 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 1,913,434 1,374,966

売上原価 1,419,324 912,220

売上総利益 494,109 462,746

販売費及び一般管理費 ※1  349,715 ※1  299,566

営業利益 144,393 163,179

営業外収益   

 物品売却益 930 607

 受取地代家賃 2,430 ―

 受取保証料 2,046 2,046

 その他 1,208 917

 営業外収益合計 6,615 3,571

営業外費用   

 支払利息 1,996 1,861

 為替差損 3,022 2,485

 その他 1,657 3,787

 営業外費用合計 6,676 8,135

経常利益 144,333 158,616

特別利益   

 役員退職慰労引当金戻入額 ― 7,260

 特別利益合計 ― 7,260

特別損失   

 固定資産除却損 675 ―

 特別損失合計 675 ―

税引前四半期純利益 143,657 165,876

法人税、住民税及び事業税 19,799 37,520

法人税等調整額 20,540 9,644

法人税等合計 40,340 47,165

四半期純利益 103,317 118,710
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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 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30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 143,657 165,876

 減価償却費 16,864 26,135

 引当金の増減額（△は減少） 9,362 △24,573

 受取利息及び受取配当金 △191 △271

 支払利息 1,996 1,861

 売上債権の増減額（△は増加） △147,433 △208,440

 たな卸資産の増減額（△は増加） △5,143 82,639

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,807 △47,737

 その他 △36,246 18,608

 小計 △20,942 14,097

 利息及び配当金の受取額 191 271

 利息の支払額 △2,013 △1,904

 法人税等の支払額 △32,165 △15,222

 営業活動によるキャッシュ・フロー △54,930 △2,758

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 △7,958 △7,606

 投資有価証券の取得による支出 △294 △299

 その他 54 1,760

 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,199 △6,146

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

 長期借入金の返済による支出 △114,019 △96,790

 社債の発行による収入 98,218 ―

 社債の償還による支出 △14,300 △21,400

 自己株式の売却による収入 9,258 8,197

 自己株式の取得による支出 △24,606 △49,964

 配当金の支払額 ― △39,454

 その他 △5,549 △8,751

 財務活動によるキャッシュ・フロー △50,999 △8,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114,129 △17,067

現金及び現金同等物の期首残高 540,581 460,078

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  426,452 ※１  443,011
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【注記事項】

(追加情報)

１.「『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ております。

 
２.従業員持株ＥＳＯＰ信託

(1)取引の概要

本制度は、従業員持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業

員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生の充実を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるな

ど、当社の企業価値の向上を図ることを目的としています。

本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向けの報酬制度のＥＳＯ

Ｐ（Employee Stock Ownership Plan）及び平成20年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式

保有スキームに関する報告書」等を参考にして構築した従業員向けの福利厚生制度です。

本制度は、「プラコー従業員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべての従業員を対象

に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。本制度では、当社は、当社を委託

者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする「株式給付信託（従業員持株会処分型）契約書」（以下、「本信託

契約」といいます。）を締結します。本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。また、み

ずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社との間で、資産管理サービス信託銀行株式会社（信

託Ｅ口）（以下、「信託Ｅ口」といいます。）を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する

契約を締結します。今後数年間にわたり持株会が取得する見込みの当社株式を、信託Ｅ口が予め一括して取得

し、持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託Ｅ口が持株会への売却を

通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充

足する持株会加入者に分配します。また、当社は、信託銀行が当社株式を取得するための借入に対し保証をして

いるため、信託終了時において、当社株価の下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契

約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。

本制度に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）を適用しております。

(2)信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額は除く）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度78,582千円、796千株、当第２四半

期会計期間70,289千円、712千株であります。

(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前事業年度75,988千円、当第２四半期会計期間67,101千円

 
　

(四半期貸借対照表関係)

１.偶発債務

前事業年度

(平成30年３月31日)

当社が納入した機械の性能不良、品質不良により、通常予想される金額以上の追加的補償が生じる可能性がありま

す。

 
当第２四半期会計期間

(平成30年９月30日)

 当社が納入した機械の性能不良、品質不良により、通常予想される金額以上の追加的補償が生じる可能性があり

ます。
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※２ 受取手形割引高

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

受取手形割引高 75,102千円 ―千円
 

　

※３ 四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。なお、当第２四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日

満期手形が、四半期会計期間末残高から除かれております。

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

受取手形 　　34,470千円 13,962千円

支払手形 94,410〃 37,473〃
 

 

 

(四半期損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期累計期間

(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

給料及び手当 79,215千円 66,854千円

退職給付費用 2,446 〃 1,412 〃

減価償却費 3,813 〃 3,883 〃

貸倒引当金繰入額 57 〃 △9 〃

賞与引当金繰入額 16,592 〃 12,124 〃

役員退職慰労引当金繰入額 1,290 〃 645 〃
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。
 

 
前第２四半期累計期間

(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

現金及び預金 520,452千円 537,019千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△94,000千円 △94,007千円

現金及び現金同等物 426,452千円 443,011千円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日)

　１　配当に関する事項

該当事項はありません。

２　平成29年６月28日開催の第57期定時株主総会の決議により、平成29年８月１日付で会社法第447条第１項の規定

に基づき、資本金823,320千円を減少させ、その他資本剰余金に振り替えた後、同日付で会社法第452条の規定に

基づき、その他資本剰余金823,320千円を全額減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を行っております。

　これらの結果、当第２四半期会計期間末において資本金が509,624千円となっております。
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当第２四半期累計期間(自　平成30年４月1日　至　平成30年９月30日)

１　配当に関する事項　

　 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

平成30年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 40,647 1.50
平成30年
３月31日

平成30年
６月28日

 

（注）平成30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1,194千円が含まれております。

２　平成30年７月17日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として平成30年８月13日を払込期日として

194,174株の新株を発行いたしました。この結果、当第２四半期累計期間において資本金が9,999千円、資本準備

金が9,999千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が519,624千円、資本剰余金が141,387千円となっ

ております。

３　平成30年８月27日開催の取締役会決議により、自己株式444,000株の取得を行っております。この結果、当第２

四半期累計期間において、自己株式が49,909千円増加し、当第２四半期会計期間末において自己株式が125,944千

円となっております。

 
(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。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目

前第２四半期累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間

(自 平成30年４月１日

至 平成30年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 39円41銭 45円09銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 103,317 118,710

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 103,317 118,710

   普通株式の期中平均株式数(株) 2,621,842 2,632,665
 

(注) １ 信託Ｅ口が保有する当社株式を、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控

除する自己株式に含めております。(前第２四半期累計期間88千株、当第２四半期累計期間75千株）

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３ 平成30年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。前事業年度の

期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
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(重要な後発事象)

１．株式併合及び単元株式数の変更等

当社は、平成30年６月27日開催の第58期定時株主総会において、普通株式の併合及び単元株式数の変更につい

ての決議を行い、承認可決され、平成30年10月１日付でその効力が発生しております。

１．株式併合及び単元株式数の変更の目的

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、全ての国内上場会社の普通株式の

売買単位を100株に統一することを目指しております。

当社は、東京証券取引所に上場する会社としてこの趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元

株式数を現在の1,000株から100株に変更し、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準（５万円以上50

万円未満）を維持し、当社株式について10株を１株とする株式併合を実施いたしました。

２．株式併合の内容

（1）株式併合する株式の種類

普通株式

（2）株式併合の方法・比率

平成30年10月１日付で、平成30年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を普通

株式10株につき１株の割合で併合いたしました。

（3）株式併合により減少した株式数

株式併合前の発行済株式総数（平成30年９月30日現在） 27,346,759株

株式併合により減少した株式数 24,612,084株

株式併合後の発行済株式総数 2,734,675株
 

（4）１株未満の端数が生じる場合の処理

株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき一括して処分し、

その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて交付いたします。

３．単元株式数の変更の内容

株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年11月６日

株式会社プラコー

取締役会  御中

監査法人ブレインワーク
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士 小　林　俊　一 印

 

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士 石　井　友　二 印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プラ

コーの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第59期事業年度の第2四半期会計期間（平成30年7月1日から平成30年9

月30日まで）及び第2四半期累計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 
四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プラコーの平成30年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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