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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 11,944 8.7 2,631 8.7 2,657 11.8 1,814 17.8

29年3月期第2四半期 10,991 28.8 2,421 30.2 2,377 24.0 1,540 24.5

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　11,815百万円 （40.0％） 29年3月期第2四半期　　1,296百万円 （△2.3％）

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

30年3月期第2四半期 52.97 ―

29年3月期第2四半期 45.01 ―

当社は、平成29年１月１日付けで普通株式１株につき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 ％

30年3月期第2四半期 25,383 16,436 64.8

29年3月期 23,707 15,340 64.7

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 16,436百万円 29年3月期 15,340百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 21.00 21.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 23.00 23.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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
親会社株主に帰属する

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 26,000 16.5 5,500 20.7 5,500 19.9 3,700 21.3 108.01

（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） 30年3月期2Q 35,049,840 株 29年3月期 35,049,840 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 792,846 株 29年3月期 792,846 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 34,256,994 株 29年3月期2Q 34,217,762 株

当社は、平成29年１月１日付けで普通株式１株につき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。

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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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、企業収益の回復や雇用情勢の改善が進み緩やかな回復基調が

継続しておりますが、米国政権の政策動向や地政学的リスクの高まりなど先行き不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く市場環境は、半導体市場はＩｏＴ普及によるデータサーバー向けの増加やスマートフォ

ンの大容量化が需要をけん引し、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ不足の状況が継続しました。また、中小型ディスプ

レイ市場はスマートフォンへの有機ＥＬパネル搭載が発表され、設備投資や量産技術の実用化に向けた動向に注目

が集まりました。

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において、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)は、主要顧客である半導体工場において積極的な設備投資

が継続されたことから概ね堅調に推移しました。また、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)は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの旺盛な需要に基づいた生産活動が継続し、主に

国内および海外での特殊ガス販売、半導体製造装置メンテナンス、オンサイト事業が順調に推移しました。

グラフィックスソリューション事業においては、デジタルサイネージ向け販売は増加しましたが、産業用グラフ

ィックボード販売の減少をカバーすることができず、売上高は減少しました。

太陽光発電事業では、三重県内で３か所の太陽光発電所(出力合計3.9メガワット)が稼働しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は11,944百万円(前年同四半期比8.7％増)、営業利益は

2,631百万円(前年同四半期比8.7％増)、経常利益は2,657百万円(前年同四半期比11.8％増)、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は1,814百万円(前年同四半期比17.8％増)となりました。

　

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11,354百万円(前年同四半期比9.7％増)、セグメント利益は2,920百万円

(前年同四半期比10.8％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466百万円(前年同四半期比10.5％減)、セグメント利益は56百万円(前年同

四半期比1.0％増)となりました。

③太陽光発電事業

当セグメントにおいては、売上高は123百万円(前年同四半期5.4％増)、セグメント利益は44百万円(前年同四

半期36.5％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、前連結会計年度末に比べ1,675百万円増加し、25,383百万円と

なりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,549百万円増加し、13,378百万円となりました。これは主に仕掛品が712

百万円増加、受取手形及び売掛金が336百万円増加、原材料及び貯蔵品が279百万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125百万円増加し、12,005百万円となりました。これは主にリース債権及

びリース投資資産が183百万円減少したものの、有形固定資産が384百万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626百万円増加し、7,924百万円となりました。これは主に短期借入金が

602百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が1,101百万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46百万円減少し、1,021百万円となりました。これは主にリース債務が45

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1,095百万円増加し、16,436百万円となりました。これは主に配当金の支払

により719百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により1,814百万円増加したことによ

ります。
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（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29年10月19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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,527,780 1,672,516

受取手形及び売掛金 6,789,011 7,125,349

商品及び製品 474,348 471,858

仕掛品 611,309 1,323,533

原材料及び貯蔵品 699,461 978,984

繰延税金資産 225,071 222,685

その他 1,588,361 1,583,890

貸倒引当金 △87,209 △696

流動資産合計 11,828,133 13,378,122

固定資産

有形固定資産 2,928,717 3,313,123

無形固定資産

のれん 505,536 452,185

その他 51,715 60,407

無形固定資産合計 557,252 512,592

投資その他の資産

リース債権及びリース投資資産 6,290,497 6,106,811

差入保証金 1,629,666 1,633,595

その他 473,373 439,092

投資その他の資産合計 8,393,537 8,179,500

固定資産合計 11,879,507 12,005,216

資産合計 23,707,640 25,383,339

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,900,788 3,002,566

短期借入金 3,368,443 2,766,021

未払金 284,044 271,745

未払費用 292,948 252,812

未払法人税等 967,498 880,835

繰延税金負債 － 57

賞与引当金 280,927 309,005

その他 203,943 441,617

流動負債合計 7,298,595 7,924,661

固定負債

退職給付に係る負債 167,518 180,226

リース債務 776,176 730,776

資産除去債務 27,396 26,533

繰延税金負債 92,001 79,592

その他 5,011 4,665

固定負債合計 1,068,105 1,021,794

負債合計 8,366,700 8,946,456
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,317,815 1,317,815

資本剰余金 1,598,482 1,598,482

利益剰余金 13,162,614 14,257,677

自己株式 △813,857 △813,857

株主資本合計 15,265,054 16,360,117

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 37,594 50,170

為替換算調整勘定 38,290 26,595

その他の包括利益累計額合計 75,885 76,765

純資産合計 15,340,939 16,436,882

負債純資産合計 23,707,640 25,383,339
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 10,991,490 11,944,076

売上原価 7,441,130 8,060,406

売上総利益 3,550,359 3,883,669

販売費及び一般管理費 1,128,462 1,251,954

営業利益 2,421,897 2,631,714

営業外収益

受取利息 2,080 2,961

受取配当金 2,052 2,057

受取賃貸料 6,636 7,452

為替差益 － 9,223

助成金収入 17,815 600

その他 8,127 9,992

営業外収益合計 36,711 32,287

営業外費用

支払利息 3,248 4,922

不動産賃貸費用 1,362 1,312

為替差損 76,454 －

その他 324 449

営業外費用合計 81,389 6,684

経常利益 2,377,219 2,657,316

特別利益

固定資産売却益 25 15

特別利益合計 25 15

特別損失

固定資産除売却損 16 125

投資有価証券評価損 27,500 －

ゴルフ会員権評価損 1,050 －

特別損失合計 28,566 125

税金等調整前四半期純利益 2,348,678 2,657,206

法人税、住民税及び事業税 800,772 893,829

法人税等調整額 △32,666 △51,083

法人税等合計 768,106 842,746

四半期純利益 1,580,572 1,814,459

非支配株主に帰属する四半期純利益 40,507 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,540,064 1,814,459
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 1,580,572 1,814,459

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,707 12,575

繰延ヘッジ損益 △14,076 －

為替換算調整勘定 △280,440 △11,695

その他の包括利益合計 △283,808 879

四半期包括利益 1,296,763 1,815,339

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,304,205 1,815,339

非支配株主に係る四半期包括利益 △7,442 －

決算短信（宝印刷） 2017年11月06日 16時26分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ジャパンマテリアル株式会社(6055) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 8 ―

（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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 2,348,678 2,657,206

減価償却費 173,553 199,153

のれん償却額 54,090 67,307

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120,778 110,322

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,386 28,077

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19,446 12,708

受取利息及び受取配当金 △4,132 △5,018

支払利息 3,248 4,922

為替差損益（△は益） 5,605 971

固定資産除売却損益（△は益） △8 110

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 27,500 －

売上債権の増減額（△は増加） △27,677 △542,686

たな卸資産の増減額（△は増加） 936,431 △995,648

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

△5,956,566 139,738

差入保証金の増減額（△は増加） △455,310 △5,801

仕入債務の増減額（△は減少） 1,368,104 1,099,646

その他 499,886 169,408

小計 △846,985 2,940,416

利息及び配当金の受取額 4,237 6,032

利息の支払額 △3,248 △4,925

法人税等の支払額 △858,723 △959,607

法人税等の還付額 － 23,357

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,704,720 2,005,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 200,000 150,000

有形固定資産の取得による支出 △345,869 △590,849

無形固定資産の取得による支出 △12,028 △19,135

子会社株式の取得による支出 △23,215 △23,474

その他 △17,549 5,538

投資活動によるキャッシュ・フロー △198,662 △477,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,537,277 △599,758

長期借入金の返済による支出 △1,524 －

自己株式の取得による支出 △96 －

配当金の支払額 △633,028 △719,396

その他 △202 △210

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,902,425 △1,319,365

現金及び現金同等物に係る換算差額 △98,707 △13,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,664 194,736

現金及び現金同等物の期首残高 1,718,380 1,477,780

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,618,715 1,672,516
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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）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

第19回定時株主総会
平成28年６月29日

普通株式 633,028 37.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

２ 基準日が当第２四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２四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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

第20回定時株主総会
平成29年６月28日

普通株式 719,396 21.00 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

２ 基準日が当第２四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２四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。

（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28年４月１日 至 平成28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

太陽光発電事業

売上高

外部顧客への売上高 10,353,142 521,179 117,168 10,991,490

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 10,353,142 521,179 117,168 10,991,490

セグメント利益 2,635,750 55,921 32,242 2,723,913

　

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 2,723,913

全社費用（注） △303,128

その他 1,111

四半期連結損益計算書の営業利益 2,421,897

(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。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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

太陽光発電事業

売上高

外部顧客への売上高 11,354,083 466,507 123,485 11,944,076

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 11,354,083 466,507 123,485 11,944,076

セグメント利益 2,920,514 56,495 44,006 3,021,017

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 3,021,017

全社費用（注） △390,007

その他 704

四半期連結損益計算書の営業利益 2,631,714

(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。
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