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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第２四半期 10,184 △22.1 2,919 △14.8 2,869 △17.9 2,027 △20.8

2019年３月期第２四半期 13,078 27.5 3,427 10.3 3,495 14.2 2,559 13.8
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 1,498百万円( △17.7％) 2019年３月期第２四半期 1,819百万円( △31.4％)
　

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

2020年３月期第２四半期 74.88 －

2019年３月期第２四半期 91.95 －
　

　

（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 ％

2020年３月期第２四半期 31,578 24,842 78.6

2019年３月期 32,174 24,483 76.1
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 24,830百万円 2019年３月期 24,470百万円
　

　

　

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

2019年３月期 － 22.50 － 22.50 45.00

2020年３月期 － 23.50

2020年３月期(予想) － 25.00 48.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 22,000 △11.5 6,150 △13.0 6,100 △15.2 4,250 △14.4 157.07
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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) 2020年３月期２Ｑ 27,856,115株 2019年３月期 27,842,470株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 817,253株 2019年３月期 530,653株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 27,077,404株 2019年３月期２Ｑ 27,835,130株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

　当社グループの経営成績は、薬品の販売が減少したことに加え、めっき装置の販売も大幅に減少したことにより、

売上高は10,184百万円（前年同期比22.1％減）となりました。この結果、営業利益は2,919百万円（前年同期比14.8

％減）、経常利益は2,869百万円（前年同期比17.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,027百万円（前

年同期比20.8％減）となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

(薬品事業)

薬品事業におきましては、電子分野では第１四半期連結会計期間に比べ当第２四半期連結会計期間は回復の兆し

はあったものの、第５世代移動通信システムの商業化前の買い控えによる、前期後半からのハイエンドスマートフ

ォンの販売、生産の低迷が続きました。このような状況に伴い、薬品の需要は軟調に推移しました。装飾分野では

自動車部品向けにおいて拡販努力による顧客獲得はあったものの、中国市場は米中貿易摩擦の影響を受け生産稼働

が鈍化し、めっき薬品の販売はほぼ横ばいに推移しました。加えて為替の円高影響を受けた結果、薬品全体の売上

高は9,215百万円（前年同期比5.9％減）、セグメント利益は3,520百万円（前年同期比5.6％減）となりました。

(装置事業)

装置事業におきましては、昨年のような大型物件がなく、また、売上予定だった工事案件が遅れたこともあり、

売上高は953百万円（前年同期比70.8％減）となり、セグメント損失は64百万円（前年同期はセグメント利益222百

万円）となりました。新規受注に関しましては、大型めっき装置の案件がなかったものの、受注高は1,764百万円

（前年同期比166.7％増）となりました。なお、受注残高は2,103百万円（前年同期比62.2％増）となりました。

(その他事業)

その他事業におきましては、売上高は15百万円（前年同期比20.9％減）となり、セグメント損失は39百万円（前

年同期はセグメント損失27百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ595百万円（1.9％）減少し、31,578百万円

となりました。

流動資産は、主に受取手形及び売掛金の減少により441百万円（1.8％）減少し、23,662百万円となりました。

固定資産は、主にJCU表面技術(湖北)有限公司における工場建設に伴う建設仮勘定の増加があったものの、売却に

よる投資有価証券の減少、繰延税金資産の減少により154百万円（1.9％）減少し、7,916百万円となりました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ954百万円（12.4％）減少し、6,736百万円

となりました。

流動負債は、主に電子記録債務の減少、法人税支払いによる未払法人税等の減少により372百万円（7.6％）減少

し、4,561百万円となりました。

固定負債は、主に確定拠出年金制度への移行に伴う退職給付に係る負債の減少により582百万円（21.1％）減少

し、2,174百万円となりました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、買付取得による自己株式の増加、配当金支払いによる利益剰余金

の減少、為替換算調整勘定の減少の一方、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加により、前連結会計年度末

に比べ359百万円（1.5％）増加し、24,842百万円となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、10,758百万円と前連結会計年度末に比べ1,109百万円

減少しました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

主に仕入債務の増減額が前年同期と比べ575百万円増加し、前受金の増減額が前年同期と比べ387百万円増加しま

した。一方、前渡金の増減額が前年同期と比べ346百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が前年同期と比べ629

百万円（17.9％）減少しました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは1,523百万円の収入と、前年同期

と比べ収入が173百万円（10.2％）の減少となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

主に定期預金の増加1,002百万円と有形固定資産の取得による支出786百万円により、投資活動によるキャッシ

ュ・フローは1,662百万円の支出と、前年同期と比べ支出は332百万円（25.0％）の増加となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

主に自己株式の取得により、財務活動によるキャッシュ・フローは795百万円の支出と、前年同期と比べ支出は

533百万円（203.6％）の増加となりました。

（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、最近の業績動向を踏まえ、2019年５月８日に公表いたしました通期の連結業績予

想を以下のとおり修正いたしました。

2020年３月期通期連結業績予想の修正（2019年４月１日～2020年３月31日）

　 売上高 営業利益 経常利益

親会社株式に

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

前回発表予想（Ａ） 25,000 7,200 7,300 5,000 184.79

今回修正予想（Ｂ） 22,000 6,150 6,100 4,250 157.07

増 減 額 （ Ｂ － Ａ ） △3,000 △1,050 △1,200 △750

増 減 率 （ ％ ） △12.0 △14.6 △16.4 △15.0

（ご参考）前期実績
（2019年３月期）

24,866 7,072 7,192 4,963 178.55

なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は

今後の経済情勢等の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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,785,864 14,637,732

受取手形及び売掛金 6,920,316 6,601,317

商品及び製品 1,337,191 1,270,099

仕掛品 71,509 59,976

原材料及び貯蔵品 413,840 548,902

その他 732,931 708,700

貸倒引当金 △158,444 △164,564

流動資産合計 24,103,209 23,662,164

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,270,412 2,165,820

機械装置及び運搬具（純額） 547,993 503,857

工具、器具及び備品（純額） 524,208 462,451

土地 522,824 522,824

リース資産（純額） 75,782 70,450

建設仮勘定 520,135 1,047,063

有形固定資産合計 4,461,355 4,772,467

無形固定資産

のれん 597 －

その他 44,078 42,362

無形固定資産合計 44,676 42,362

投資その他の資産

投資有価証券 2,326,500 2,005,171

繰延税金資産 780,331 651,791

その他 458,208 444,973

貸倒引当金 △0 －

投資その他の資産合計 3,565,040 3,101,936

固定資産合計 8,071,072 7,916,766

資産合計 32,174,282 31,578,930
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 963,522 902,068

電子記録債務 1,010,973 747,840

短期借入金 125,936 215,157

1年内返済予定の長期借入金 379,115 441,528

リース債務 12,010 11,527

未払法人税等 855,750 427,530

賞与引当金 353,088 411,725

前受金 216,785 200,872

その他 1,017,108 1,203,457

流動負債合計 4,934,290 4,561,709

固定負債

長期借入金 707,979 927,442

リース債務 96,815 93,845

退職給付に係る負債 1,575,193 59,968

繰延税金負債 61,300 34,567

資産除去債務 234,389 238,909

その他 81,177 819,980

固定負債合計 2,756,855 2,174,714

負債合計 7,691,145 6,736,423

純資産の部

株主資本

資本金 1,206,723 1,220,259

資本剰余金 1,159,198 1,172,720

利益剰余金 22,685,830 24,098,963

自己株式 △948,511 △1,499,996

株主資本合計 24,103,240 24,991,946

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 248,229 135,433

為替換算調整勘定 119,360 △297,060

その他の包括利益累計額合計 367,589 △161,626

非支配株主持分 12,306 12,187

純資産合計 24,483,136 24,842,506

負債純資産合計 32,174,282 31,578,930
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 13,078,017 10,184,453

売上原価 6,002,465 3,745,660

売上総利益 7,075,552 6,438,792

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,149,311 1,149,431

賞与 347,391 342,207

退職給付費用 75,156 65,235

減価償却費 181,767 201,795

貸倒引当金繰入額 － 16,857

その他 1,894,553 1,743,852

販売費及び一般管理費合計 3,648,179 3,519,381

営業利益 3,427,372 2,919,411

営業外収益

受取利息 34,478 46,471

受取配当金 22,730 17,209

助成金収入 20,798 34,036

貸倒引当金戻入額 2,827 －

その他 21,513 29,342

営業外収益合計 102,348 127,058

営業外費用

支払利息 10,006 6,619

為替差損 12,150 87,904

持分法による投資損失 9,185 44,606

その他 2,715 38,209

営業外費用合計 34,057 177,339

経常利益 3,495,663 2,869,130

特別利益

固定資産売却益 147 603

投資有価証券売却益 － 29,209

子会社清算益 12,251 －

特別利益合計 12,399 29,813

特別損失

固定資産除却損 861 4,165

減損損失 － 16,580

特別損失合計 861 20,746

税金等調整前四半期純利益 3,507,202 2,878,197

法人税、住民税及び事業税 812,238 701,790

法人税等調整額 132,973 148,680

法人税等合計 945,212 850,470

四半期純利益 2,561,989 2,027,726

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,541 78

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,559,447 2,027,648
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 2,561,989 2,027,726

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △60,682 △112,795

為替換算調整勘定 △663,729 △414,927

持分法適用会社に対する持分相当額 △17,902 △1,533

その他の包括利益合計 △742,313 △529,257

四半期包括利益 1,819,675 1,498,469

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,824,924 1,498,432

非支配株主に係る四半期包括利益 △5,248 37
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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 3,507,202 2,878,197

減価償却費 277,171 290,624

減損損失 － 16,580

のれん償却額 604 608

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,827 10,939

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,101 59,660

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 33,554 △1,512,734

受取利息及び受取配当金 △57,209 △63,680

支払利息 10,006 6,619

為替差損益（△は益） △32,642 83

持分法による投資損益（△は益） 9,185 44,606

固定資産売却損益（△は益） △147 △603

固定資産除却損 861 4,165

投資有価証券売却損益（△は益） － △29,209

売上債権の増減額（△は増加） △924 158,841

前受金の増減額（△は減少） △402,958 △15,740

たな卸資産の増減額（△は増加） 64,663 △100,902

仕入債務の増減額（△は減少） △754,538 △178,644

前渡金の増減額（△は増加） 303,816 △43,090

その他 △197,731 1,046,200

小計 2,819,187 2,572,523

利息及び配当金の受取額 44,355 67,914

利息の支払額 △9,462 △6,878

法人税等の支払額 △1,156,780 △1,114,688

法人税等の還付額 － 4,706

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,697,300 1,523,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △615,394 △1,002,911

有形固定資産の取得による支出 △640,211 △786,840

有形固定資産の売却による収入 759 603

無形固定資産の取得による支出 △11,868 △8,413

投資有価証券の取得による支出 △50,456 △465

投資有価証券の売却による収入 － 120,359

その他 △12,270 15,330

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,329,441 △1,662,337
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

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） 215,076 94,654

長期借入れによる収入 500,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △267,086 △218,124

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,776 △6,394

自己株式の取得による支出 △131 △551,484

配当金の支払額 △695,226 △613,833

非支配株主への配当金の支払額 △5,744 △153

その他 △1,138 △100

財務活動によるキャッシュ・フロー △262,026 △795,436

現金及び現金同等物に係る換算差額 △325,291 △175,629

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △219,460 △1,109,826

現金及び現金同等物の期首残高 12,234,917 11,867,928

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,015,456 10,758,101

決算短信（宝印刷） 2019年11月01日 11時02分 11ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社ＪＣＵ(4975) 2020年３月期 第２四半期決算短信

10

（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）

株主資本の金額は、前連結会計年度末に比して著しい変動がないため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018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
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

薬品事業 装置事業 計

売上高

外部顧客への売上高 9,792,768 3,265,730 13,058,499 19,518 13,078,017 － 13,078,017

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － 2,525 2,525 △2,525 －

計 9,792,768 3,265,730 13,058,499 22,043 13,080,542 △2,525 13,078,017

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

3,728,709 222,921 3,951,630 △27,466 3,924,163 △496,790 3,427,372

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スパッタ技術によるカラー

リング加工、飲料水及びワイン等の事業を含んでおります。

２．調整額の内容は次のとおりであります。

セグメント利益 (単位：千円)

当第２四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 －

全社費用※ △496,790

合計 △496,790

※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。

３．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

薬品事業 装置事業 計

売上高

外部顧客への売上高 9,215,993 953,028 10,169,022 15,431 10,184,453 － 10,184,453

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 9,215,993 953,028 10,169,022 15,431 10,184,453 － 10,184,453

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

3,520,056 △64,081 3,455,975 △39,806 3,416,168 △496,756 2,919,411

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スパッタ技術によるカラー

リング加工、飲料水及びワイン等の事業を含んでおります。

２．調整額の内容は次のとおりであります。

セグメント利益 (単位：千円)

当第２四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 －

全社費用※ △496,756

合計 △496,756

※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。

３．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

固定資産の減損損失16,580千円は、主に遊休資産にかかるものであり、報告セグメントに配分しておりませ

ん。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。
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