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(百万円未満切捨て) 

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績(平成25年４月１日～平成25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 ％ 

26年３月期第２四半期 4,196 44.5 794 358.7 848 352.7 532 407.0 
25年３月期第２四半期 2,904 △39.4 173 △70.6 187 △65.8 104 △67.1 
(注)包括利益 26年３月期第２四半期 545百万円(349.7％) 25年３月期第２四半期 121百万円(△62.0％) 

 

 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 

26年３月期第２四半期 104.85 － 
25年３月期第２四半期 19.94 － 
(注)当社は、平成25年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式２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及び潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益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 ％ 

26年３月期第２四半期 9,608 7,605 79.1 
25年３月期 9,988 7,288 73.0 
(参考)自己資本  26年３月期第２四半期 7,605百万円 25年３月期 7,288百万円 

 
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 

25年３月期 － 0.00 － 90.00 90.00 
26年３月期 － 0.00    
26年３月期(予想)   － 45.50 45.50 

(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25年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。平成25
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26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26年３月期の連結業績予想(平成25年４月１日～平成26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 8,700 2.0 1,500 44.5 1,500 31.8 900 25.9 169.38 
(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)：無 

新規  －社  (社名) 、除外  －社  (社名) 
  

(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 ：無 
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) 26年３月期２Ｑ 5,336,640株  25年３月期 5,336,640株  
② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 261,920株  25年３月期 261,920株 
③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期２Ｑ 5,074,720株  25年３月期２Ｑ 5,262,262株 
 (注) 当社は、平成25年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式２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、期末自己株式
数及び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、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に対する四半期レビュー手続は終了
しておりません。 
 
※ 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。 
 なお、当社は平成25年10月24日を払込期日とする公募による普通株式170,000株を発行及び自己株式
260,000株を処分しております。また、平成25年11月６日を払込期日とする第三者割当による普通株式
105,000株を発行しております。 
 また、平成26年３月期の通期業績予想に記載の１株当たり当期純利益は、上記公募及び第三者割当に
よる普通株式275,000株の増加及び上記自己株式の処分260,000株の減少を含めて計算しております。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策などにより円安基調や株価上昇とな

り、企業業況にも改善が表れ、緩やかな景気回復が見られるものの、海外経済の減速など依然として先行き不

透明感は払拭されない状況で推移しました。 

当社グループが属する業界では、スマートフォンやタブレット端末向けの半導体や中小型ディスプレイを中

心とした需要拡大から、前連結会計年度後半からの設備投資は継続実施され、生産活動も順調に推移しました。 

このような状況の中、当社グループのエレクトロニクス関連事業は、顧客の設備投資に伴い発生するイニシ

ャル部門(特殊ガス供給装置製造、供給配管設計施工)につきましては、主に半導体工場向け案件を確実に受注

したことにより好調に推移しました。また、半導体及び中小型ディスプレイ工場での生産活動も順調に推移し

たことから、顧客工場の生産活動に伴い発生するオペレーション部門につきましても好調に推移しました。一

方、グラフィックスソリューション事業においても、ビデオウォール向けや映像関連販売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4,196百万円(前年同四半期比44.5％増)、営業利益

は794百万円(前年同四半期比358.7％増)、経常利益は848百万円(前年同四半期比352.7％増)、四半期純利益は

532百万円(前年同四半期比407.0％増)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3,859百万円（前年同四半期比45.0％増）、セグメント利益は947百万

円（前年同四半期比161.8％増）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336百万円（前年同四半期比38.6％増）、セグメント利益は54百万円

（前年同四半期比54.5％増）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は9,608百万円となり、前連結会計年度末に比べ379百万円減尐

となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ295百万円減尐し、6,632百万円となりました。これは主に現金及び預

金が294百万円増加、仕掛品が360百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が1,158百万円減尐したことに

よります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ83百万円減尐し、2,976百万円となりました。これは主に投資その他

資産(長期預金他)が88百万円減尐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706百万円減尐し、1,923百万円となりました。これは主に未払金が35

1百万円増加、未払法人税等が159百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が1,173百万円減尐したことに

よります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ10百万円増加し、80百万円となりました。これは主に退職給付引当金

が12百万円増加したことによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ316百万円増加し、7,605百万円となりました。これは主に配当金の支払

により228百万円減尐したものの、四半期純利益が532百万円増加したことによります。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成25年10月２日付｢業績予想の修正に関するお知らせ｣にて公表いたしまし

た通期の連結業績予想から修正を行っておりません。なお、業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて

おりますが、実際の数値は今後様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

ジャパンマテリアル㈱（6055） 平成26年３月期 第２四半期決算短信

2



 

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 

該当事項はありません。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

該当事項はありません。 

 

(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24年４月１日 至 平成24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 2,661,558 242,681 2,904,239 

  セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － 

計 2,661,558 242,681 2,904,239 

セグメント利益 361,727 35,426 397,153 

 

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 397,153 

全社費用（注） △224,804 

その他 914 

四半期連結損益計算書の営業利益 173,263 

 (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25年４月１日 至 平成25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 3,859,952 336,326 4,196,279 

  セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － 

計 3,859,952 336,326 4,196,279 

セグメント利益 947,090 54,732 1,001,823 

ジャパンマテリアル㈱（6055） 平成26年３月期 第２四半期決算短信

9



 

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 1,001,823 

全社費用（注） △207,396 

その他 318 

四半期連結損益計算書の営業利益 794,745 

(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。 

 

(重要な後発事象) 

当社は、平成25年10月２日開催の取締役会において、公募による新株式発行及び自己株式の処分並びにオ

ーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式発行を下記のとおり決議い

たしました。なお、公募による新株式発行及び自己株式の処分については平成25年10月24日に、第三者割当

による新株式発行については、平成25年11月６日に全額の払込を受けております。 

 

１．公募による新株式発行(一般募集) 

(1)発行した株式の種類及び数    普通株式                     170,000株 

(2)発行価格            １株につき                    金2,168円 

(3)発行価格の総額                               金368,560,000円 

(4)払込金額            １株につき                  金2,021.94円 

(5)払込金額の総額                               金343,729,800円 

(6)増加した資本金及び       増加した資本金の額             金171,864,900円 

  資本準備金の額         増加した資本準備金の額           金171,864,900円 

(7)払込期日                                 平成25年10月24日 

(8)資金使途                  顧客工場内に設置予定のガス供給装置等の取得資金 

 

２．公募による自己株式の処分(一般募集) 

(1)処分した株式の種類及び数    普通株式                     260,000株 

(2)処分価格            １株につき                    金2,168円 

(3)処分価格の総額                               金563,680,000円 

(4)払込金額            １株につき                  金2,021.94円 

(5)払込金額の総額                               金525,704,400円 

(6)払込期日                                 平成25年10月24日 

(7)資金使途                  顧客工場内に設置予定のガス供給装置等の取得資金 

 

３．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当社株式の売出しに関連する第三者割当) 

(1)発行した株式の種類及び数    普通株式                     105,000株 

(2)払込金額            １株につき                  金2,021.94円 

(3)払込金額の総額                               金212,303,700円 

(4)増加した資本金及び       増加した資本金の額             金106,151,850円 

  資本準備金の額         増加した資本準備金の額           金106,151,850円 

(5)割当先及び割当株式数      東海東京証券株式会社               105,000株 

(6)払込期日                                 平成25年11月６日 

(7)資金使途                  顧客工場内に設置予定のガス供給装置等の取得資金 

 

ジャパンマテリアル㈱（6055） 平成26年３月期 第２四半期決算短信

10




