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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

（注） 当社は、平成23年３月期第３四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成23年３月期第３四半期の記載及び平成24年３月期 
    第３四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 7,224 ― 1,045 ― 970 ― 520 ―
23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 524百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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3四半期 216.00 ―
23年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 9,367 6,755 72.1
23年3月期 8,051 5,782 71.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  6,755百万円 23年3月期  5,782百万円

2.  配当の状況 

（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。 

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 ― 0.00 ― 264.00 264.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 87.00 87.00

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） 

（注）直近に公表されている業績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。 

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 11.0 314.80



(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  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１ 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、期末発行済株式数及び期末自己株式数を算定しております。 
２ 当社は、平成23年３月期第３四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成23年３月期第３四半期の期中平均株式数の記載をし
ておりません。 

※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すが、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は終了しております。 

※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 平成23年12月に公募による新株発行により270,000株、平成24年１月に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により15,600株を発行株
式総数に含めております。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2,468,437株によっております。 

4.  その他

新規 1 社 （社名） 株式会社ＪＭテック 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 2,652,720 株 23年3月期 2,382,720 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 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3Q 2,408,760 株 23年3月期3Q ― 株
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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におけるわが国の経済状況は、東日本大震災の影響からの回復傾向が示され

つつありますが、欧米諸国の財政問題や円高の長期化、タイの洪水被害による影響など、依然として先行き

不透明な状況が続いております。 

このような状況の中で、電子デバイス業界におきましては、パソコンや液晶テレビの販売落ち込みによ

る影響を受けましたが、スマートフォンやタブレット端末などの需要は継続しており、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は拡大し設備投資が実施されました。 

当社グループのエレクトロニクス関連事業においては、半導体工場及び液晶工場での設備投資が実施さ

れ、生産活動も堅調であったことから順調に推移しました。一方、グラフィックスソリューション事業に

おいては、販売は堅調に推移したものの、新規顧客拡大を図るための費用が増加しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は7,224百万円、営業利益は1,045百万円、経常利

益は970百万円、四半期純利益は520百万円となりました。 

 

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6,733百万円、セグメント利益は1,327百万円となりました。 

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491百万円、セグメント利益は71百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は9,367百万円（前連結会計年度比16.3％増）となりまし

た。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,093百万円増加し、7,411百万円 （前連結会計年度比17.3％増）

となりました。これは主に現金及び預金が348百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が1,426百万円

増加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222百万円増加し、1,956百万円（前連結会計年度比12.8％増）と

なりました。これは主に投資その他資産が251百万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374百万円増加し、2,436百万円（前連結会計年度比18.2％増）と

なりました。これは主に支払手形及び買掛金が273百万円増加 、未払金が140百万円増加したことによりま

す。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ31百万円減少し、175百万円（前連結会計年度比15.3％減）となり

ました。これは主に長期借入金が29百万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973百万円増加し、6,755百万円（前連結会計年度比16.8％増）とな

りました。これは主に資本金が329百万円増加、資本剰余金が329百万円増加、利益剰余金が310百万円増加 

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月期の連結業績予想につきましては、今後の経済動向など先行き不透明な状況ではあるもの

の、主要顧客の生産活動は堅調に推移する見通しであるため、平成23年12月19日に公表いたしました業績予

想と現時点で変更はございません。 
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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 

第２四半期連結会計期間より、新たに子会社として設立した株式会社ＪＭテックを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 

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日公表分)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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４．四半期連結財務諸表
（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,591,568 2,243,253

受取手形及び売掛金 2,179,903 3,606,257

商品及び製品 130,468 172,135

仕掛品 1,001,987 962,040

原材料及び貯蔵品 233,484 265,902

繰延税金資産 129,032 103,720

その他 82,324 114,967

貸倒引当金 △31,023 △56,739

流動資産合計 6,317,746 7,411,537

固定資産

有形固定資産 782,460 757,410

無形固定資産

のれん 19 －

その他 53,393 49,766

無形固定資産合計 53,412 49,766

投資その他の資産 897,737 1,148,851

固定資産合計 1,733,610 1,956,027

資産合計 8,051,356 9,367,564

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,204,182 1,477,238

1年内返済予定の長期借入金 39,996 39,996

未払金 118,631 258,925

未払費用 87,051 111,822

未払法人税等 396,585 146,134

繰延税金負債 2,549 －

賞与引当金 119,791 65,067

その他 93,170 337,548

流動負債合計 2,061,958 2,436,732

固定負債

長期借入金 60,014 30,017

デリバティブ債務 114,580 100,359

退職給付引当金 29,681 42,242

資産除去債務 1,599 1,619

その他 1,200 1,200

固定負債合計 207,074 175,438

負債合計 2,269,033 2,612,171
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 180,300 509,430

資本剰余金 583,030 912,160

利益剰余金 5,104,281 5,414,983

自己株式 △778 △778

株主資本合計 5,866,833 6,835,795

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 △4,274

繰延ヘッジ損益 198 △606

為替換算調整勘定 △82,065 △75,521

その他の包括利益累計額合計 △84,509 △80,402

純資産合計 5,782,323 6,755,393

負債純資産合計 8,051,356 9,367,564
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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)

当第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)

売上高 7,224,934

売上原価 5,331,044

売上総利益 1,893,889

販売費及び一般管理費 848,287

営業利益 1,045,601

営業外収益

受取利息 4,384

受取配当金 5,141

デリバティブ評価益 14,220

受取賃貸料 9,429

匿名組合投資利益 37,642

その他 9,856

営業外収益合計 80,675

営業外費用

支払利息 869

株式公開費用 33,000

不動産賃貸費用 1,178

為替差損 120,360

その他 29

営業外費用合計 155,439

経常利益 970,837

特別利益

固定資産売却益 34

特別利益合計 34

特別損失

固定資産除売却損 219

子会社清算損 21,923

特別損失合計 22,143

税金等調整前四半期純利益 948,729

法人税、住民税及び事業税 410,926

法人税等調整額 17,505

法人税等合計 428,431

少数株主損益調整前四半期純利益 520,297

少数株主利益 －

四半期純利益 520,297
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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)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 520,297

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,632

繰延ヘッジ損益 △804

為替換算調整勘定 6,544

その他の包括利益合計 4,107

四半期包括利益 524,404

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 524,404

少数株主に係る四半期包括利益 －

7

ジャパンマテリアル㈱ (6055) 平成24年３月期 第３四半期決算短信



(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23年４月１日 至 平成23年12月31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) 

 当第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） 

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 6,733,458 491,475 7,224,934

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 220 220

計 6,733,458 491,695 7,225,154

セグメント利益 1,327,508 71,079 1,398,587

 

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 1,398,587

セグメント間取引消去 △220

全社費用（注） △360,391

その他 7,625

四半期連結損益計算書の営業利益 1,045,601

 (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） 

 当社は、株式会社東京証券取引所市場第二部及び株式会社名古屋証券取引所市場第二部への株式上場にあ

たり、公募による株式の発行を行い、平成23年12月16日に払込が完了いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ329,130千円増加し、

当第３四半期連結会計期間末において、資本金が509,430千円、資本剰余金が912,160千円となっております。 

 

(6) 重要な後発事象 

当第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） 

（第三者割当による株式の発行） 

 当社は、株式会社東京証券取引所市場第二部及び株式会社名古屋証券取引所市場第二部への株式上場に関

連して、平成23年11月14日及び平成23年11月29日開催の当社取締役会において、オーバーアロットメントに

よる売出しに伴う第三者割当による株式の発行を決議しておりました。当該決議に基づいて、当社は主幹事

証券である東海東京証券株式会社を割当先とした第三者割当による株式の発行を行い、次のとおり平成24年

１月18日に払込が完了いたしました。 
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第三者割当による新株式発行 

 （オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資） 

①発行株式数        普通株式                    15,600株 

②割当価格         １株につき                    2,438円 

③割当価格の総額                             38,032,800円 

④増加する資本金及び    増加する資本金１株につき              1,219円 

資本準備金に関する事項  増加する資本準備金１株につき            1,219円 

⑤資本金組入額の総額                           19,016,400円 

⑥割当先及び割当株式数   東海東京証券株式会社              15,600株 

⑦払込期日                             平成24年１月18日 

⑧資金使途         具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金 

融商品等で運用する方針であります。 
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