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（百万円未満切捨て） 

１．2023年３月期第３四半期の業績（2022年４月１日～2022年12月31日） 

 (1) 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 ％ 

2023年３月期第３四半期 4,606    － 317    － 387     － △115     － 

2022年３月期第３四半期 － － －    － －     － －     － 

 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   

2023年３月期第３四半期 △14.63 －   

2022年３月期第３四半期 － －   

（注）2022年３月期第３四半期は連結業績を開示しておりましたが、2023年３月期第２四半期より非連結での業績を開示してお

ります。そのため、2022年３月期第３四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

 

 (2)財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率  

百万円 百万円 ％  

2023年３月期第３四半期 17,097 10,358 60.6  

2022年３月期 18,768 10,412 55.5  

（参考）自己資本   2023年３月期第３四半期 10,358百万円   2022年３月期 10,412百万円 

 

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 

2022年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

2023年３月期 － 0.00 －   

2023年３月期（予想）    0.00 0.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

  

３．2023年３月期の業績予想（2022年４月１日～2023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 5,850 0.1 50 △77.2 135 △59.0 △370 － △46.77 

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 

 (2) 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      ：有 

②①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 

 (3) 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） 2023年３月期３Ｑ 9,152,400株 2022年３月期 9,152,400株 

②期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 1,242,116株 2022年３月期 1,242,116株 

③期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 7,910,284株 2022年３月期３Ｑ 7,910,284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。業績予想に関する事項に

ついては、四半期決算短信（添付資料）Ｐ.２「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)業績予想などの将来予測情報

に関する説明」をご覧ください。 

・決算補足説明資料は、2023年２月８日(水)に当社ホームページに掲載いたします。 
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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

　当社は2022年８月８日付で連結子会社であった吉奥馬科技（無錫）有限公司の全出資持分を譲渡したことに伴

い、第１四半期累計期間までは連結決算でありましたが、第２四半期累計期間より非連結決算へ移行いたしまし

た。なお、前第３四半期連結累計期間において四半期連結財務諸表を作成しておりましたが、上記により第２四半

期累計期間より四半期連結財務諸表を作成していないため、比較分析は行っておりません。

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスによる行動制限の緩和に伴い持ち直しの動き

が見られたものの、ウクライナ情勢の長期化や、世界的な金融引き締めの継続、原材料価格やエネルギー価格の高

騰が続くなど依然不透明な状況が続いております。

　このような環境の中、当社を取り巻く事業環境は、当社の主力製品が関連するスマートフォン市場において液晶

パネルへの需要減速が続く中、自動車市場でのメーターパネル向け液晶パネルやカバーパネルへの需要が安定的に

推移したことから概ね堅調に推移いたしました。

　この結果、売上高は4,606百万円となりました。損益につきましては、モビリティや半導体・電子部品、その他

製品向け薄膜製品の売上げが安定的に推移したことから、営業利益は317百万円となり、円安に伴う為替差益38百

万円を営業外収益に計上したことなどから、経常利益は387百万円となりました。また、第２四半期において当社

の連結子会社であった吉奥馬科技（無錫）有限公司の全出資持分の譲渡に伴う事業譲渡損493百万円を特別損失に

計上したことから、四半期純損失は115百万円となりました。

　品目別の状況は、次のとおりであります。なお、当社は、成膜加工関連事業の単一セグメントであるため、品目

別に記載しております。

（ディスプレイ）

　液晶パネル用帯電防止膜やタッチパネル用透明導電膜は、自動車向けメーターパネルやウエラブル端末向けの受

注は安定的に推移いたしましたが、スマートフォン、タブレット、ゲーム機器向けの受注は低調に推移いたしまし

た。

　この結果、売上高は1,740百万円となりました。

（モビリティ）

　モビリティ向け薄膜製品は、前期下期に投入した生産ラインの効果によりカバーパネル用薄膜製品の受注は引き

続き好調に推移いたしました。

　この結果、売上高は1,462百万円となりました。

（半導体・電子部品）

　半導体・電子部品向け薄膜製品は、半導体向けが安定的に推移したことに加え、電子部品向け金属配線・電極膜

等の受注が増加いたしました。

　この結果、売上高は866百万円となりました。

（その他）

　その他薄膜製品及び関連部材は、顧客や商材毎での増減はあるものの全体としては引き続き順調に推移いたしま

した。

　この結果、売上高は536百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ1,670百万円減少し、17,097百万円となりました。

これは主に、有価証券が200百万円、仕掛品が221百万円増加したものの、現金及び預金が609百万円、受取手形及

び売掛金が810百万円、投資その他の資産のその他に含まれる関係会社出資金が156百万円、関係会社長期貸付金が

588百万円減少したことなどによるものであります。

　負債合計は、前事業年度末に比べ1,616百万円減少し、6,739百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金が877百万円、流動負債のその他に含まれる設備関係支払手形が480百万円、長期借入金が216百万円減少した

ことなどによるものであります。

　純資産合計は、前事業年度末に比べ53百万円減少し、10,358百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

115百万円減少したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の業績予想につきましては、2022年11月８日付「2023年３月期通期個別業績予想の修正に関するお知らせ」

で公表しました業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前事業年度
（2022年３月31日）

当第３四半期会計期間
（2022年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,584,687 4,975,336

受取手形及び売掛金 4,984,536 4,173,720

電子記録債権 530,964 667,983

有価証券 300,000 500,000

商品及び製品 3,487 6,917

仕掛品 386,742 608,047

原材料及び貯蔵品 1,208,728 1,355,470

その他 260,672 121,246

貸倒引当金 △399 △456

流動資産合計 13,259,421 12,408,265

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 435,235 428,547

機械及び装置（純額） 1,018,468 945,301

土地 1,084,198 1,084,198

その他（純額） 108,543 151,477

有形固定資産合計 2,646,446 2,609,524

無形固定資産 69,973 79,217

投資その他の資産

投資有価証券 1,380,913 1,339,189

保険積立金 469,445 477,563

その他 942,969 185,240

貸倒引当金 △1,004 △1,004

投資その他の資産合計 2,792,323 2,000,988

固定資産合計 5,508,744 4,689,730

資産合計 18,768,165 17,097,996

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

- 3 -

ジオマテック株式会社（6907）2023年３月期　第３四半期決算短信



（単位：千円）

前事業年度
（2022年３月31日）

当第３四半期会計期間
（2022年12月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,815,476 3,937,870

１年内返済予定の長期借入金 689,248 721,372

未払金 217,589 126,738

未払法人税等 59,969 16,922

賞与引当金 126,404 59,303

その他 706,414 346,503

流動負債合計 6,615,103 5,208,711

固定負債

長期借入金 1,465,613 1,249,273

役員退職慰労引当金 5,100 5,100

退職給付引当金 244,792 248,283

その他 24,896 27,791

固定負債合計 1,740,401 1,530,447

負債合計 8,355,505 6,739,159

純資産の部

株主資本

資本金 4,043,850 4,043,850

資本剰余金 8,297,350 8,297,350

利益剰余金 △697,876 △813,612

自己株式 △1,311,155 △1,311,155

株主資本合計 10,332,167 10,216,431

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 80,492 142,405

評価・換算差額等合計 80,492 142,405

純資産合計 10,412,659 10,358,837

負債純資産合計 18,768,165 17,097,996
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

売上高 4,606,150

売上原価 3,291,047

売上総利益 1,315,102

販売費及び一般管理費 997,778

営業利益 317,324

営業外収益

受取利息 4,832

受取配当金 10,767

為替差益 38,882

不動産賃貸料 3,960

その他 24,278

営業外収益合計 82,721

営業外費用

支払利息 8,494

その他 3,761

営業外費用合計 12,256

経常利益 387,790

特別損失

事業譲渡損 493,295

特別損失合計 493,295

税引前四半期純損失（△） △105,505

法人税、住民税及び事業税 10,230

法人税等合計 10,230

四半期純損失（△） △115,735

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（３）四半期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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定め

る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとし

ております。

　なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

前事業年度

（2022年３月31日）

当第３四半期会計期間

（2022年12月31日）

受取手形及び売掛金 3,736,365千円 2,855,307千円

商品及び製品 － 3,481

仕掛品 219,551 411,799

原材料及び貯蔵品 464,757 235,389

支払手形及び買掛金 4,489,106 3,571,044

（四半期貸借対照表に関する注記）

　取引先からの有償支給材料に係る代金相当額が次の科目に含まれております。なお、有償支給材料代金は、「売上高」

及び「売上原価」から控除して表示しております。

- 6 -

ジオマテック株式会社（6907）2023年３月期　第３四半期決算短信


	2023年３月期３Ｑサマリー(非連結).pdf
	2023年３月期３Ｑ本文.pdf

