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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47期

第３四半期
連結累計期間

第48期
第３四半期
連結累計期間

第47期

会計期間
自 平成28年９月１日
至 平成29年５月31日

自 平成29年９月１日
至 平成30年５月31日

自 平成28年９月１日
至 平成29年８月31日

売上高 (百万円) 4,908 5,164 6,591

経常利益 (百万円) 678 692 810

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 375 391 439

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 480 482 562

純資産額 (百万円) 3,738 4,076 3,733

総資産額 (百万円) 5,015 5,524 5,054

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 94.01 97.96 109.90

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 71.0 70.3 71.8
 

 

回次
第47期

第３四半期
連結会計期間

第48期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年３月１日
至 平成29年５月31日

自 平成30年３月１日
至 平成30年５月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 38.12 33.28
 

 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、企業の広報活動の支援・コンサルティング業務を中心としたＰＲ事

業を行っております。

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ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。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

　また、重要事象等は存在しておりません。

　

 
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

 
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間の日本経済は、順調に推移する企業業績を背景に、緩やかな回復基調が継続していま

す。一方で、企業における人手不足、原材料コストの上昇による景況感の陰り、米国による保護主義政策や不安定

な国際情勢など、景気を押し下げる懸念材料もあり、景気の先行きに対しては未だ慎重な姿勢が続いています。

 

当社単体におきましては、グローバル展開する新興企業や製薬メーカー、エアライン等、コーポレートＰＲを中

心とした新規リテナークライアントを複数獲得しました。大型複合施設の新規開業など既存クライアントからのス

ポット案件も引き続き獲得増となり、増収増益となりました。期初連結予算に対する単体業績の進捗率も当初予算

を上回って推移しています。

　また、中国／アジア・パシフィック事業部における、中国向けインバウンド案件の受注が前期に比べ大幅に伸び

た他、メディアトレーニング事業においては、企業の危機意識の高まりからメディアトレーニングや危機コンサル

ティング年間契約などの受注が増加し、業績に寄与しています。デジタルＰＲ案件の売上は前期と同水準ながら、

全社横断的に新規受注を獲得し、消費財案件の継続的な受注やインバウンド案件、サイト制作などを受注していま

す。その他、利用顧客が増加傾向にあるリリース配信サービス「デジタルＰＲプラットフォーム」では、４月より

新機能「メディアＣＲＭ機能」を導入し、さらなる新規顧客の開拓を進めています。 

 

国内の連結子会社におきましては、海外クライアントを主軸とする１社において、農産物や加工食品の輸出促進

団体スポット案件を引き続き受注しており、リゾート関連の大型リテナー、外食の新規リテナー案件の獲得も寄与

して、増収増益となりました。他の国内子会社２社においては、ＩＴの新規リテナー案件や製薬メーカーのスポッ

ト案件を受注したものの、前期獲得したスポット案件等の減少もあり、国内連結子会社全体では増収減益の結果と

なりました。しかしながら、期初連結予算に対する国内子会社事業の進捗率は当初予算を上回って推移していま

す。

 
中国の連結子会社におきましては、自動車メーカーからの新車発表や試乗会キャラバンといった大型スポット案

件、精密機器メーカーからの複数のスポット案件などを着実に受注したものの、前年同四半期に複数受注していた

スポット案件ほどの高い利益率に今期受注案件では及ばなかったことから、中国連結子会社全体では増収減益とな

りました。しかしながら、期初連結予算に対する中国子会社事業の進捗率は当初予算を上回って推移しています。

　　

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,164百万円（前年同四半期比5.2％増）、営業利益は687百

万円（前年同四半期比1.9％増）、経常利益は692百万円（前年同四半期比2.1％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は391百万円（前年同四半期比4.2％増）となりました。
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当第３四半期連結累計期間の主なクライアントとして、新規リテナークライアントは、家電、ＩＴ、通信、Ｗｅ

ｂサービス、製薬、エアライン、コンサルティング、金融、外食、食品、リゾート関連などの企業・団体を獲得し

ました。新規および既存顧客のスポット業務としては、消費財、Ｗｅｂサービス、フィットネス、食品、ホテル、

不動産、自動車、アパレル、嗜好品、飲料、生活用品、越境ＥＣ、地方自治体、製薬農産物・食品輸出促進団体、

財団法人などを獲得しています。

　　

　なお、平成30年６月より「海外事業本部」を新設しました。すでに多くの海外プロジェクトを遂行している中

国・アジア・パシフィック事業に加え、ＰＲ需要の高まる東南アジア地域を中心にＰＲ／マーケティングサービス

の拡充を目指し、新設したものです。また、その一環として、６月にシンガポールにおいて海外子会社を設立して

います。

　

　

当第３四半期連結累計期間における主な勘定科目等の増減の状況は次のとおりです。

（売上高）

当第３四半期連結累計期間において売上高は5,164百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ256百万円

（5.2％）の増収となりました。

これは、主に連結子会社２社において前年同四半期連結累計期間に実施したＰＲ活動業務が、当第３四半期連結

累計期間では発生しなかったことにより減収となったものの、当社単体の売上高は203百万円（7.4％）の増収と

なったことに加え、連結子会社３社についても増収となったことによるものです。

 
 （営業利益）

営業利益は、当社単体の営業利益48百万円（16.9％）の増益が貢献したことにより、687百万円と前年同四半期

連結累計期間に比べ12百万円(1.9％)の増益となりました。

　これは、外注費等の売上原価が前年同四半期連結累計期間に比べ237百万円（6.5％）増加したことに加え、販売

費及び一般管理費が前年同四半期連結累計期間に比べ6百万円（1.1％）増加したものの、売上高が前年同四半期連

結累計期間より256百万円（5.2％）の増収となったことによるものです。

 
 （経常利益）

経常利益は、692百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ14百万円(2.1％)の増益となりました。これは、前年

同四半期連結累計期間に比べ為替差損4百万円が増加したものの、主に営業利益が12百万円(1.9％)の増益となった

ことに加え、貸倒引当金戻入額4百万円が増加したことによるものです。

 
 （親会社株主に帰属する四半期純利益）

親会社株主に帰属する四半期純利益は、391百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ15百万円(4.2％)の増益と

なりました。これは、主に経常利益が14百万円(2.1％)の増益となったことによるものです。
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　(2) 財政状態の分析

（流動資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、5,070百万円と前連結会計年度末に比べ461百万円の増

加となりました。これは、現金及び預金278百万円、電子記録債権23百万円、たな卸資産112百万円が増加したこと

が主な要因であります。

　

（固定資産）　

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、454百万円と前連結会計年度末に比べ9百万円の増加と

なりました。これは、繰延税金資産15百万円が減少したものの、投資その他の資産に含まれる長期性預金が17百万

円増加したことが主な要因であります。

　

（流動負債）　

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、1,265百万円と前連結会計年度末に比べ126百万円の増

加となりました。これは、流動負債その他に含まれる未払金41百万円が減少したものの、支払手形及び買掛金124百

万円、賞与引当金28百万円が増加したことが主な要因であります。

 
（固定負債）

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、183百万円と前連結会計年度末に比べ1百万円の増加と

なりました。これは、退職給付に係る負債3百万円が減少したものの、役員退職慰労引当金が4百万円増加したこと

が主な要因であります。　

　

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、4,076百万円と前連結会計年度末に比べ342百万円の増加となり

ました。これは、利益剰余金251百万円、為替換算調整勘定2百万円、非支配株主持分88百万円が増加したことが主

な要因であります。

 

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結累計期間における四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

 
(4) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ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。

 
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の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。

 

(6) 研究開発活動

該当事項はありません。
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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 18,716,000

計 18,716,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年７月13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 4,679,010 4,679,010
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株
であります。

計 4,679,010 4,679,010 ― ―
 

 

(2) 【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。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

 

(5) 【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
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

　平成30年３月１日～
平成30年５月31日

― 4,679,010 ― 470 ― 374
 

 

(6) 【大株主の状況】

　　　　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができませんので、直前の基準日である平成30年２月28日現在の株主名簿により記載しております。

 

① 【発行済株式】

平成30年２月28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 682,800

― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式

3,995,400
39,954 ―

単元未満株式
 普通株式

810
― ―

発行済株式総数 4,679,010 ― ―

総株主の議決権 ― 39,954 ―
 

 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が27株含まれております。

② 【自己株式等】

平成30年２月28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)
 株式会社プラップジャパン

東京都港区赤坂１-12-32 682,800 ― 682,800 14.59

計 ― 682,800 ― 682,800 14.59
 

 

(注) 上記の表は、完全議決権株式（自己株式等）の明細であります。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、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】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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３四半期連結会計期間(平成30年３月１日から平成

30年５月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年９月１日から平成30年５月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

株式会社プラップジャパン(E05498)

四半期報告書

 9/20



１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年８月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,072 3,350

  受取手形及び売掛金 1,200 1,202

  電子記録債権 8 31

  有価証券 24 24

  たな卸資産 157 270

  繰延税金資産 51 51

  その他 99 144

  貸倒引当金 △6 △5

  流動資産合計 4,609 5,070

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 43 39

   その他（純額） 31 31

   有形固定資産合計 75 70

  無形固定資産   

   のれん 1 －

   借地権 0 0

   ソフトウエア 20 26

   無形固定資産合計 22 26

  投資その他の資産   

   差入保証金 252 259

   繰延税金資産 62 46

   その他 44 57

   貸倒引当金 △11 △7

   投資その他の資産合計 347 356

  固定資産合計 445 454

 資産合計 5,054 5,524
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年８月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年５月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 528 653

  未払法人税等 124 129

  未成業務受入金 125 117

  賞与引当金 116 145

  その他 243 220

  流動負債合計 1,139 1,265

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 30 35

  退職給付に係る負債 150 147

  固定負債合計 181 183

 負債合計 1,320 1,448

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 470 470

  資本剰余金 374 374

  利益剰余金 3,198 3,449

  自己株式 △434 △434

  株主資本合計 3,608 3,860

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 0 0

  為替換算調整勘定 19 21

  その他の包括利益累計額合計 19 22

 非支配株主持分 104 193

 純資産合計 3,733 4,076

負債純資産合計 5,054 5,524
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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：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年９月１日
　至 平成30年５月31日)

売上高 4,908 5,164

売上原価 3,627 3,864

売上総利益 1,280 1,300

販売費及び一般管理費 605 612

営業利益 675 687

営業外収益   

 受取利息 0 1

 貸倒引当金戻入額 － 4

 受取手数料 － 1

 その他 2 2

 営業外収益合計 3 9

営業外費用   

 為替差損 0 4

 その他 － 0

 営業外費用合計 0 4

経常利益 678 692

税金等調整前四半期純利益 678 692

法人税等 209 214

四半期純利益 468 478

非支配株主に帰属する四半期純利益 92 86

親会社株主に帰属する四半期純利益 375 391
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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：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年９月１日
　至 平成30年５月31日)

四半期純利益 468 478

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1 △0

 為替換算調整勘定 11 4

 その他の包括利益合計 12 4

四半期包括利益 480 482

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 383 393

 非支配株主に係る四半期包括利益 97 88
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成29年９月１日 至 平成30年５月31日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。
 

　
　

(会計方針の変更等)

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成29年９月１日 至 平成30年５月31日)

 (会計方針の変更)

該当事項はありません。

 (会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。
 

　

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成29年９月１日 至 平成30年５月31日)

税金費用の計算 　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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。
 

　

 

(追加情報)

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成29年９月１日 至 平成30年５月31日)
 

該当事項はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

　

 
(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。　

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年９月１日
至　平成29年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年９月１日
至 平成30年５月31日)

減価償却費 14百万円 20百万円

のれんの償却額 4百万円 1百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自　平成28年９月１日　至　平成29年５月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月29日
定時株主総会

普通株式 131 33 平成28年８月31日 平成28年11月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成29年９月１日　至　平成30年５月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月29日
定時株主総会

普通株式 139 35 平成29年８月31日 平成29年11月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成28年９月１日 至 平成29年５月31日)

当社グループは、企業の広報活動の支援・コンサルティング業務を中心としたＰＲ事業のみの単一セグメント

であるため記載を省略しております。

 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年９月１日 至 平成30年５月31日)

当社グループは、企業の広報活動の支援・コンサルティング業務を中心としたＰＲ事業のみの単一セグメント

であるため記載を省略しております。

 

 

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

 
(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

 
(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

 
(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(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３四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
至 平成29年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年９月１日
至 平成30年５月31日)

 １株当たり四半期純利益金額 94円01銭 97円96銭

  (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 375 391

  普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

 普通株式に係る親会社株主に帰属する
 四半期純利益金額(百万円)

375 391

 普通株式の期中平均株式数(千株) 3,996 3,996
 

 

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

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

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７月13日

株式会社プラップジャパン

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士　　中　　井　　　　　修　　㊞
 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士　　金　　井　　睦　　美　　㊞
 

 

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ッ

プジャパンの平成29年９月１日から平成30年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成30年３月１日

から平成30年５月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年９月１日から平成30年５月31日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

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連結財務諸

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連結財務諸表に対す

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プラップジャパン及び連結子会社の平成30年５月31日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。
 

EDINET提出書類

株式会社プラップジャパン(E05498)

四半期報告書

20/20


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

