
 

 

平成23年12月19日 

各  位 

会 社 名 ジ ャ パ ン マ テリ ア ル株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 田 中  久 男 

（コード番号 6055 東証第二部 名証第二部） 

問合せ先  取締役管理本部長 小 川  圭 造 

（TEL 059-399-3821） 

 

東京証券取引所市場第二部及び名古屋証券取引所市場第二部への 

上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成23年12月19日に東京証券取引所市場第二部及び名古屋証券取引所市場第二部に上場い

たしました。今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、当社の当期の業績予想は以下のとおりであり、また、最近の決算情報等につきましては別添のとお

りであります。 

 

【連結】                                  （単位：百万円、％） 

決算期 

 

項目 

平成24年3月期 

（予想） 

平成24年3月期 

第2四半期累計期間 

（実績） 

平成23年3月期 

（実績） 

 構成比 前年比  構成比  構成比 

売 上 高 9,586 100.0 118.8 4,792 100.0 8,067 100.0 

営 業 利 益 1,305 13.6 112.9 590 12.3 1,156 14.3 

経 常 利 益 1,306 13.6 110.0 547 11.4 1,187 14.7 

当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 777 8.1 111.0 319 6.7 700 8.7 

１株当たり当期(四半期)純利益 315円26銭 133円97銭 
882円 9銭 

（294円 3銭） 

 

【単体】                                  （単位：百万円、％） 

決算期 

 

項目 

平成24年3月期 

（予想） 

平成24年3月期 

第2四半期累計期間 

（実績） 

平成23年3月期 

（実績） 

 構成比 前年比  構成比  構成比 

売 上 高 6,796 100.0 115.0 3,580 100.0 5,911 100.0 

営 業 利 益 941 13.9 96.4 477 13.3 977 16.5 

経 常 利 益 1,180 17.4 78.0 692 19.4 1,513 25.6 

当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 806 11.9 71.9 508 14.2 1,120 19.0 

１株当たり当期(四半期)純利益 338円67銭 213円52銭 
1,411円93銭 

（470円64銭） 

１ 株 当 た り 配 当 金 87円 － 
264円 

（88円） 

（注）１．平成23年10月1日付で株式１株につき３株の分割を行っております。当該分割に伴う影響を加味

し、遡及修正を行った場合の数値を（ ）内に記載しております。 

２．平成23年3月期(実績)の１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しておりま

す。 

３．平成24年3月期第2四半期累計期間（実績）の１株当たり当期純利益は、平成23年10月1日付株式

分割を期首に行なわれたものとみなし算出しております。 

４．平成24年3月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募予定株式数270,000株を含めた予定期

中平均発行済株式数により算出し、オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当

増資分（最大87,300株）は考慮しておりません。 

以上 



 

 

平成 24年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成 23年 12月 19 日 

 
上 場 会 社 名 ジャパンマテリアル株式会社 上場取引所  
コ ー ド 番 号  ＵＲＬ http://www.j-material.jp/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田中 久男   
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 小川 圭造 (TEL) 059(399)3821 
四半期報告書提出予定日 － 配当支払開始予定日 － 
四半期決算補足説明資料作成の有無  ：無   
四半期決算説明会開催の有無  ：無  

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 24 年３月期第２四半期の連結業績（平成 23 年４月１日～平成 23 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 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年３月期第２四半期 4,792 15.4 590 △7.6 547 △12.5 319 △15.5 
23年３月期第２四半期 4,151 － 638 － 626 － 377 － 

（注）包括利益  24 年３月期第２四半期  319 百万円（△8.9％）  23 年３月期第２四半期  350 百万円
（－％） 
 

 
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 

24年３月期第２四半期 133.97 － 
23年３月期第２四半期 158.60 － 

当社は平成 23 年 10 月１日付けで普通株式１株につき普通株式３株の割合で株式分割を行っております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定してお
ります。 
 
(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 ％ 

24年３月期第２四半期 8,120 5,891 72.6 
23 年３月期 8,051 5,782 71.8 

（参考）自己資本    24年３月期第２四半期  5,891百万円  23年３月期  5,782 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 

23 年３月期 － － － 264.00 264.00 
24 年３月期 － －    
24 年３月期(予想)    － 87.00 87.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
当社は平成 23年 10月１日付けで普通株式１株につき普通株式３株の割合で株式分割を行っております。
平成 23 年３月期の期末配当金については、当該株式分割前の実績を記載しております。なお、平成 24
年３月期の期末配当金は当該株式分割後で記載しております。 
 
３．平成 24 年３月期の連結業績予想（平成 23年４月１日～平成 24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 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 9,586 18.8 1,305 12.9 1,306 10.0 777 11.0 315.26 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 
 



 

 

４．その他 
 

(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）株式会社ＪＭテック  
  
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 
  
(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 ：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) 24 年３月期２Ｑ 2,382,720 株 23 年３月期 2,382,720 株 
②  期末自己株式数 24 年３月期２Ｑ 960 株 23 年３月期 960 株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 24 年３月期２Ｑ 2,381,760 株 23 年３月期２Ｑ 2,381,760 株 

当社は平成 23 年 10 月１日付けで普通株式１株につき普通株式３株の割合で株式分割を行っております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたとみなして､期末発行済株式数及び期末自己株式数､期
中平均株式数を算定しております。 
 
※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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。 

2 当社は平成23年10月１日付けで普通株式１株につき普通株式３株の割合で株式分割を行っておりま

す。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたとみなして１株当たり当期純利益金額を算定して

おります。 

3 平成 23年 12月に公募による新株発行により発行株式総数が 270,000株増加しております。平成 24

年３月期の期末配当金と通期業績の１株当たり当期純利益金額の算出につきましては、当該増加分を含

めて計算した予想期中平均株式数の 2,464,837株によっております。 



ジャパンマテリアル㈱(6055) 平成 24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) 連結経営成績に関する定性的情報..................................................２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報..................................................２ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報..................................................２ 

２．サマリー情報（その他）に関する事項..................................................２ 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動..................................２ 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用..................................３ 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示................................３ 

３．四半期連結財務諸表..................................................................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 

四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間........................................................６ 

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間........................................................７ 

 (3) 継続企業の前提に関する注記......................................................８ 

(4) セグメント情報等................................................................８ 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記....................................９ 



ジャパンマテリアル㈱(6055) 平成 24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) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済状況は、東日本大震災の影響により企業収益は減少、雇用

情勢も依然として厳しいものの、サプライチェーンの復旧に伴い生産活動は回復傾向となり、輸出や個人消費

は持ち直しの動きとなりました。しかし、欧米諸国の財政問題や円高が続いていることなどから先行き不透明

な状況が続いております。そのような中、電子デバイス業界におきましては、スマートフォンやタブレット端

末などの需要拡大が継続しており、それに伴い中小型液晶パネルやＮＡＮＤ型フラッシュメモリの需要も拡大

し設備投資も順調に行われました。 

エレクトロニクス関連事業においては、主要半導体工場及び液晶工場での設備投資が実施され、また生産活

動も堅調に推移しましたが、コスト削減に努めたものの原価率の上昇を吸収できず、営業利益は低下しました。

一方、グラフィックスソリューション事業においては、新規顧客からの受注が順調に推移しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,792百万円（前年同四半期比15.4％増）、営業利益

は590百万円（前年同四半期比7.6％減）、経常利益は547百万円（前年同四半期比12.5％減）、四半期純利益は

319百万円（前年同四半期比15.5％減）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①エレクトロニクス関連事業 

当セグメントにおいては、売上高は4,439百万円（前年同四半期比16.0％増）、セグメント利益は769百万

円（前年同四半期比2.5％減）となりました。 

②グラフィックスソリューション事業 

当セグメントにおいては、売上高は353百万円（前年同四半期比8.9％増）、セグメント利益は53百万円（前

年同四半期比15.9％減）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は8,120百万円（前連結会計年度比0.9％増）となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ109百万円減少し、6,208百万円（前連結会計年度比1.7％減）となり

ました。これは主に受取手形及び売掛金が869百万円増加しましたが、現金及び預金が744百万円減少、仕掛品

が282百万円減少したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ178百万円増加し、1,912百万円（前連結会計年度比10.3％増）となり

ました。これは主に有形固定資産が126百万円増加、投資その他の資産が54百万円増加したことによります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ33百万円減少し、2,028百万円（前連結会計年度比1.6％減）となりま

した。これは主に未払金が115百万円増加、賞与引当金が22百万円増加しましたが、未払法人税等が208百万円

減少したことによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ６百万円減少し、200百万円（前連結会計年度比3.1％減）となりまし

た。これは主に退職給付引当金が８百万円増加、デリバティブ債務が４百万円増加しましたが、長期借入金が

19百万円減少したことによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ109百万円増加し、5,891百万円（前連結会計年度比1.9％増）となりま

した。これはおもに利益剰余金が109百万円増加したことによります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年３月期の通期の業績予想につきましては、エレクトロニクス関連事業において、主要顧客であり

ます半導体及び液晶工場において設備投資が継続実施され、また生産活動も引き続き堅調に推移すると予測し

ております。一方、グラフィックスソリューション事業におきましても顧客拡大を図ることにより、結果とし

て、売上高は 9,586 百万円（前連結会計年度比 18.8％増）、営業利益 1,305 百万円（前期比 12.9％増）、経常

利益 1,306百万円（前期比 10.0％増）、当期純利益 777百万円（前期比 11.0％増）としております。 

 

２．サマリー情報（その他）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 

当第２四半期連結累計期間より、株式会社ＪＭテックを設立し、新たに子会社となったため連結の範囲に含

まれております。 
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(2) 四半期連結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。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （会計方針の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号 平成22

年６月30日)、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号 平成22

年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第９号 平成22年６月30

日)を適用しております。 
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   2,591,568   1,847,434 

    受取手形及び売掛金   2,179,903   3,049,202 

    商品及び製品   130,468   151,198 

    仕掛品   1,001,987   719,563 

    原材料及び貯蔵品   233,484   274,696 

    繰延税金資産   129,032   127,662 

    その他   82,324   84,351 

    貸倒引当金   △31,023   △45,755 

    流動資産合計   6,317,746   6,208,354 

  固定資産         

    有形固定資産   782,460   909,040 

    無形固定資産         

      のれん   19   － 

      その他   53,393   51,154 

      無形固定資産合計   53,412   51,154 

    投資その他の資産   897,737   951,873 

    固定資産合計   1,733,610   1,912,069 

  資産合計   8,051,356   8,120,423 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   1,204,182   1,197,509 

    1年内返済予定の長期借入金   39,996   39,996 

    未払金   118,631   234,413 

    未払費用   87,051   83,943 

    未払法人税等   396,585   187,877 

    繰延税金負債   2,549   － 

    賞与引当金   119,791   142,386 

    その他   93,170   141,945 

    流動負債合計   2,061,958   2,028,073 

  固定負債         

    長期借入金   60,014   40,016 

    デリバティブ債務   114,580   119,458 

    退職給付引当金   29,681   38,300 

    資産除去債務   1,599   1,612 

    その他   1,200   1,200 

    固定負債合計   207,074   200,588 

  負債合計   2,269,033   2,228,661 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   180,300   180,300 

    資本剰余金   583,030   583,030 

    利益剰余金   5,104,281   5,213,773 

    自己株式   △778   △778 

    株主資本合計   5,866,833   5,976,325 

  その他の包括利益累計額         

    その他有価証券評価差額金   △2,642   △3,409 

    繰延ヘッジ損益   198   △1,330 

    為替換算調整勘定   △82,065   △79,822 

    その他の包括利益累計額合計   △84,509   △84,562 

  純資産合計   5,782,323   5,891,762 

負債純資産合計   8,051,356   8,120,423 
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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 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高   4,151,888   4,792,404 

売上原価   3,010,587   3,637,922 

売上総利益   1,141,300   1,154,482 

販売費及び一般管理費   502,337   564,307 

営業利益   638,963   590,174 

営業外収益         

  受取利息   1,446   2,967 

  受取配当金   1,575   5,141 

  受取賃貸料   6,000   6,429 

  負ののれん償却額   34,240   － 

  その他   14,223   12,591 

  営業外収益合計   57,486   27,130 

営業外費用         

  支払利息   1,254   568 

  デリバティブ評価損   36,345   4,878 

  不動産賃貸費用   817   786 

  為替差損   31,811   58,172 

  その他   －   5,003 

  営業外費用合計   70,229   69,410 

経常利益   626,219   547,894 

特別利益         

  固定資産売却益   569   34 

  貸倒引当金戻入額   3,970   － 

  保険解約返戻金   1,067   － 

  特別利益合計   5,607   34 

特別損失         

  固定資産除売却損   14   219 

  前期損益修正損   11,127   － 

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額   391   － 

  その他   2   － 

  特別損失合計   11,536   219 

税金等調整前四半期純利益   620,290   547,709 

法人税、住民税及び事業税   280,015   233,043 

法人税等調整額   △37,483   △4,420 

法人税等合計   242,531   228,622 

少数株主損益調整前四半期純利益   377,758   319,086 

少数株主利益   －   － 

四半期純利益   377,758   319,086 
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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 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   377,758   319,086 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金   △1,339   △767 

  繰延ヘッジ損益   △1,505   △1,528 

  為替換算調整勘定   △24,631   2,242 

  その他の包括利益合計   △27,475   △53 

四半期包括利益   350,283   319,033 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   350,283   319,033 

  少数株主に係る四半期包括利益   －   － 
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(3) 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 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

(セグメント情報) 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円) 

 
報告セグメント 

合計 
エレクトロニクス

関連事業 
グラフィックス 

ソリューション事業 

売上高    

  外部顧客への売上高 3,827,496 324,391 4,151,888 

  セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － 

計 3,827,496 324,391 4,151,888 

セグメント利益 789,238 63,279 852,518 

 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差

異調整に関する事項） 

(単位：千円) 

利    益 金    額 

報告セグメント計 852,518 

全社費用（注） △216,772 

その他 3,217 

四半期連結損益計算書の営業利益 638,963 

 (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円) 

 
報告セグメント 

合計 
エレクトロニクス 

関連事業 
グラフィックス 

ソリューション事業 

売上高    

  外部顧客への売上高 4,439,421 352,983 4,792,404 

  セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ 220 220 

計 4,439,421 353,203 4,792,624 

セグメント利益 769,420 53,204 822,624 
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２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差

異調整に関する事項） 

(単位：千円) 

利    益 金    額 

報告セグメント計 822,624 

セグメント間取引消去 △220 

全社費用（注） △238,248 

その他 6,018 

四半期連結損益計算書の営業利益 590,174 

 (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

(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２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 
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