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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、政府による各種経済政策などにより円安や株価上昇とな

り、企業業況にも改善が表れ、景気は緩やかな回復基調が続いております。一方で海外経済は新興国経済の成

長鈍化や中東及び東欧における地政学的リスクに起因する懸念から、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及び車載向けなどの半導体や中小型ディ

スプレイを中心とした需要が継続していることから、設備投資は順調に実施され、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、国内外の半導体工場での生産活動も順調に推移したことから、生

産活動に伴い発生するオペレーション部門(特殊ガス販売管理業務、技術サービス等)につきましても順調に推

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も、主にデジタルサイネージ向け販売が堅調

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5,600百万円(前年同四半期比33.5％増)、営業利益

は1,258百万円(前年同四半期比58.4％増)、経常利益は1,267百万円(前年同四半期比49.3％増)、四半期純利益

は807百万円(前年同四半期比51.8％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5,252百万円（前年同四半期比36.1％増）、セグメント利益は1,445百

万円（前年同四半期比52.6％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347百万円（前年同四半期比3.4％増）、セグメント利益は56百万円

（前年同四半期比3.0％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12,134百万円となり、前連結会計年度末に比べ495百万円増

加となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ168百万円増加し、8,204百万円となりました。これは仕掛品が567百

万円減少、現金及び預金が101百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が554百万円増加、原材料及び貯蔵

品が128百万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326百万円増加し、3,930百万円となりました。これは主にリース債権

及びリース投資資産が363百万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８百万円増加し、2,162百万円となりました。これは主に支払手形及

び買掛金が150百万円減少、未払法人税等が74百万円減少したものの、未払金が142百万円増加、賞与引当金が

61百万円増加、未払費用が35百万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11百万円増加し、102百万円となりました。これは主に退職給付に係

る負債が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475百万円増加し、9,869百万円となりました。これは主に配当金の支払

により314百万円減少したものの、四半期純利益の計上により807百万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26年10月16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。 
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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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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,833,345 2,731,709

受取手形及び売掛金 3,211,187 3,765,807

商品及び製品 151,400 150,410

仕掛品 1,038,880 471,119

原材料及び貯蔵品 345,954 474,754

繰延税金資産 136,635 157,927

その他 318,385 452,932

貸倒引当金 △278 △342

流動資産合計 8,035,511 8,204,319

固定資産

有形固定資産 1,058,081 1,222,138

無形固定資産 39,357 39,883

投資その他の資産

リース債権及びリース投資資産 884,044 1,247,763

長期預金 1,200,000 1,000,000

その他 422,131 420,482

投資その他の資産合計 2,506,176 2,668,246

固定資産合計 3,603,614 3,930,268

資産合計 11,639,126 12,134,588

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,181,741 1,031,632

未払金 100,882 242,906

未払費用 100,211 136,013

未払法人税等 562,633 488,128

繰延税金負債 3,667 －

賞与引当金 135,503 196,821

その他 70,088 67,303

流動負債合計 2,154,729 2,162,806

固定負債

退職給付に係る負債 87,103 99,116

繰延税金負債 1,488 1,446

資産除去債務 717 722

その他 1,410 1,410

固定負債合計 90,719 102,695

負債合計 2,245,448 2,265,501
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 806,463 806,463

資本剰余金 1,479,564 1,479,564

利益剰余金 7,071,175 7,564,775

自己株式 △1,885 △1,885

株主資本合計 9,355,317 9,848,917

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,098 15,490

繰延ヘッジ損益 1,923 3,042

為替換算調整勘定 17,338 1,636

その他の包括利益累計額合計 38,360 20,169

純資産合計 9,393,677 9,869,086

負債純資産合計 11,639,126 12,134,588
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 4,196,279 5,600,143

売上原価 2,850,728 3,735,137

売上総利益 1,345,550 1,865,005

販売費及び一般管理費 550,804 606,372

営業利益 794,745 1,258,632

営業外収益

受取利息 4,558 6,346

受取配当金 2,039 2,042

デリバティブ評価益 5,380 －

受取賃貸料 6,956 7,152

為替差益 26,837 －

その他 15,365 5,195

営業外収益合計 61,138 20,735

営業外費用

支払利息 90 －

株式公開費用 5,000 －

デリバティブ評価損 － 1,487

不動産賃貸費用 1,617 1,524

為替差損 － 8,695

その他 242 597

営業外費用合計 6,950 12,304

経常利益 848,933 1,267,064

特別利益

固定資産売却益 － 125

特別利益合計 － 125

特別損失

固定資産除売却損 146 7

ゴルフ会員権売却損 352 －

特別損失合計 499 7

税金等調整前四半期純利益 848,434 1,267,181

法人税、住民税及び事業税 326,180 489,811

法人税等調整額 △9,845 △30,374

法人税等合計 316,335 459,437

少数株主損益調整前四半期純利益 532,099 807,744

少数株主利益 － －

四半期純利益 532,099 807,744

決算短信 （宝印刷）  2014年11月04日 15時50分 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）

ジャパンマテリアル㈱（6055） 平成27年３月期 第２四半期決算短信

6



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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 532,099 807,744

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,181 △3,607

繰延ヘッジ損益 △781 1,118

為替換算調整勘定 27,221 △15,701

その他の包括利益合計 13,257 △18,190

四半期包括利益 545,356 789,554

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 545,356 789,554

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 848,434 1,267,181

減価償却費 63,399 69,775

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 99

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,341 61,318

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,425 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 12,013

受取利息及び受取配当金 △6,597 △8,388

支払利息 90 －

為替差損益（△は益） 1,646 △791

デリバティブ評価損益（△は益） △5,380 1,487

固定資産除売却損益（△は益） 146 △117

株式公開費用 5,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,175,774 △564,694

たな卸資産の増減額（△は増加） △393,362 436,221

リース債権及びリース投資資産の増減額
（△は増加）

△324,335 △496,744

仕入債務の増減額（△は減少） △1,189,486 △148,165

その他 270,128 131,089

小計 491,212 760,285

利息及び配当金の受取額 5,093 8,310

利息の支払額 △86 －

法人税等の支払額 △170,209 △557,644

法人税等の還付額 44,509 4,243

営業活動によるキャッシュ・フロー 370,520 215,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

ゴルフ会員権の取得による支出 △22,562 －

定期預金の預入による支出 － △1,300,000

定期預金の払戻による収入 950,000 1,750,000

有形固定資産の取得による支出 △48,954 △191,156

無形固定資産の取得による支出 △9,327 △10,557

その他 1,192 2,169

投資活動によるキャッシュ・フロー 870,348 250,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △20,018 －

配当金の支払額 △228,362 △314,144

その他 △5,185 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー △253,565 △314,333

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,643 △2,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 994,947 148,363

現金及び現金同等物の期首残高 621,049 1,033,345

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,615,996 1,181,709
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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

 

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。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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 5,252,272 347,870 5,600,143

  セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － －

計 5,252,272 347,870 5,600,143

セグメント利益 1,445,176 56,348 1,501,525
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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 1,501,525

全社費用（注） △244,581

その他 1,689

四半期連結損益計算書の営業利益 1,258,632

(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) 

(株式分割) 

当社は、平成26年11月７日開催の取締役会において、株式の分割について、下記のとおり決議いたしまし

た。 

 

１．株式分割の目的 

当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、流動性向上及び投資家層の拡大を図ること

を目的として、株式分割を実施いたします。 

 

２．株式分割の概要 

(1)分割の方法 

平成26年11月30日(日曜日)(当日は休日につき、実質は平成26年11月28日(金曜日))を基準日として、同

日 終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式１株につき３株の割合をもって分割いたし

ます。 

 

(2)分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数(自己株式を含む)      5,611,640株 

今回の分割により増加する株式数            11,223,280株 

株式分割後の発行済株式総数              16,834,920株 

株式分割後の発行可能株式総数             54,000,000株 

 

(3)株式分割の日程 

基準日公告日   平成26年11月７日(金曜日) 

基準日      平成26年11月30日(日曜日) 

         (実質上の基準日は、平成26年11月28日(金曜日)となります) 

効力発生日    平成26年12月１日(月曜日) 

 

(4)その他 

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。 

 

３．１株当たり情報に及ぼす影響 

当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりで

あります。 

項目 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

１株当たり四半期純利益金額 34円95銭 48円00銭

(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。 
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