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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 11,716 8.9 1,890 21.4 2,087 33.5 1,142 29.1
25年3月期第3四半期 10,760 17.8 1,557 71.8 1,563 82.5 884 67.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,651百万円 （79.7％） 25年3月期第3四半期 918百万円 （188.9％）

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3四半期 323.93 ―
25年3月期第3四半期 250.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 15,507 8,984 57.7
25年3月期 15,396 7,699 49.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 8,955百万円 25年3月期 7,680百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

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 ― 35.00 ― 45.00 80.00
26年3月期 ― 55.00 ―
26年3月期（予想） 45.00 100.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  

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 16,000 9.7 2,500 38.3 2,600 36.7 1,600 48.0 453.61



(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 

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、この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
半期財務諸表のレビュー手続き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。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 3,527,400 株 25年3月期 3,527,400 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 211 株 25年3月期 133 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 3,527,238 株 25年3月期3Q 3,527,267 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策等により円安、株高が進んだことも

あり、個人消費、設備投資の拡大、輸出環境の好転など景気は回復基調となりました。世界経済におきまして

は、米国経済は消費堅調により拡大基調にあるものの、新興国経済の減速など先行きに不透明感もあります。 

 このような状況のもと、当社グループの業績は、海外におけるスマートフォン及び自動車向けのめっき薬品の

販売が好調に推移したことにより、売上高は11,716百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益は1,890百万円（前

年同期比21.4％増）、経常利益は2,087百万円（前年同期比33.5％増）、四半期純利益は1,142百万円（前年同期

比29.1％増）となりました。 

 セグメントの業績は、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、特に中国におけるスマートフォン及び自動車向けのめっき薬品の販売が大幅に伸

び、売上高は9,110百万円（前年同期比14.3％増）となりました。この結果、セグメント利益は、2,762百万円

（前年同期比19.0％増）となりました。 

   

（装置事業） 

 装置事業におきましては、前期受注分のめっき装置の売上計上等により、売上高は2,174百万円（前年同期比

1.3％減）となりました。また、採算の厳しい海外装置物件を当期で売上計上したこと等により、セグメント利

益は、92百万円（前年同期比47.9％減）となりました。 

   

（新規事業）   

 新規事業におきましては、太陽光発電設備やプラズマ処理装置の売上等により、売上高は431百万円（前年同

期比27.3％減）となりました。また、売上の減少と利益率低下に加え、販売費及び一般管理費が増加した結果、

セグメント損失は336百万円（前年同期はセグメント損失240百万円）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明  

（資産） 

 当第３四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、110百万円増加し、15,507百万円とな

りました。 

 流動資産は、現金及び預金の増加等により、53百万円増加し、10,683百万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産の取得、投資有価証券の時価評価による増加となる一方で、のれんの減少等によ

り、57百万円増加し、4,824百万円となりました。  

（負債） 

 当第３四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、1,173百万円減少し、6,523百万円とな

りました。 

 流動負債は、装置売上計上による前受金の減少や未払法人税等の減少等により、1,169百万円減少し、4,438百

万円となりました。 

 固定負債は、３百万円減少し、2,085百万円となりました。  

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が789百万円増加したこ

と等により1,284百万円増加し、8,984百万円となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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、当第３四半期連結累計期間の結果を踏まえ、平成25年11月６日の「平成26年

３月期 第２四半期決算短信」で公表いたしました通期の業績予想を以下のとおり修正いたしました。 

  

売上高       16,000百万円 

営業利益       2,500百万円  

経常利益      2,600百万円 

当期純利益     1,600百万円 

  

（注）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。  

  

（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,054,999 4,510,303

受取手形及び売掛金 4,152,677 4,061,355

商品及び製品 650,384 765,488

仕掛品 255,808 192,012

原材料及び貯蔵品 248,217 316,641

繰延税金資産 329,175 107,291

その他 973,697 766,223

貸倒引当金 △34,914 △35,843

流動資産合計 10,630,046 10,683,473

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,714,505 1,670,829

機械装置及び運搬具（純額） 313,743 225,771

工具、器具及び備品（純額） 285,036 353,168

土地 522,824 522,824

リース資産（純額） 127,119 120,544

建設仮勘定 28,242 129,463

有形固定資産合計 2,991,471 3,022,602

無形固定資産   

のれん 170,353 112,409

その他 27,042 45,127

無形固定資産合計 197,396 157,537

投資その他の資産   

投資有価証券 1,138,576 1,271,209

繰延税金資産 176,748 102,740

その他 264,991 269,947

貸倒引当金 △2,542 △0

投資その他の資産合計 1,577,773 1,643,897

固定資産合計 4,766,641 4,824,036

資産合計 15,396,688 15,507,510



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,497,886 2,133,146

短期借入金 135,210 160,449

1年内返済予定の長期借入金 656,654 520,651

リース債務 7,827 8,111

未払法人税等 677,262 265,034

賞与引当金 297,658 188,135

工事損失引当金 13,962 13,962

前受金 778,758 313,868

繰延税金負債 6,331 22,550

その他 536,305 812,240

流動負債合計 5,607,856 4,438,150

固定負債   

長期借入金 971,706 952,703

リース債務 148,426 142,316

退職給付引当金 713,012 718,592

資産除去債務 175,523 179,004

その他 80,178 92,712

固定負債合計 2,088,847 2,085,327

負債合計 7,696,703 6,523,478

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,176,255 1,176,255

資本剰余金 1,128,904 1,128,904

利益剰余金 5,374,342 6,164,201

自己株式 △219 △580

株主資本合計 7,679,282 8,468,780

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 30,244 114,218

為替換算調整勘定 △28,726 372,280

その他の包括利益累計額合計 1,518 486,499

少数株主持分 19,183 28,751

純資産合計 7,699,984 8,984,032

負債純資産合計 15,396,688 15,507,510



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 10,760,725 11,716,500

売上原価 5,348,058 5,493,209

売上総利益 5,412,667 6,223,290

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,220,992 1,457,892

賞与 392,971 426,009

退職給付費用 84,976 83,324

減価償却費 237,422 191,317

貸倒引当金繰入額 12,445 85

その他 1,906,685 2,174,197

販売費及び一般管理費合計 3,855,494 4,332,827

営業利益 1,557,173 1,890,463

営業外収益   

受取利息 16,309 19,918

受取配当金 16,746 26,429

為替差益 － 150,900

持分法による投資利益 － 112

助成金収入 248 10,621

その他 7,343 12,287

営業外収益合計 40,647 220,271

営業外費用   

支払利息 25,393 20,191

為替差損 5,770 －

持分法による投資損失 247 －

その他 2,432 2,638

営業外費用合計 33,844 22,830

経常利益 1,563,976 2,087,904

特別利益   

固定資産売却益 2,180 2,043

特別利益合計 2,180 2,043

特別損失   

固定資産売却損 － 223

固定資産除却損 1,904 10,188

減損損失 13,970 118,058

社名変更費用 70,017 －

特別損失合計 85,893 128,469

税金等調整前四半期純利益 1,480,263 1,961,478

法人税、住民税及び事業税 518,135 548,978

法人税等調整額 72,781 266,217

法人税等合計 590,916 815,196

少数株主損益調整前四半期純利益 889,347 1,146,282

少数株主利益 4,352 3,698

四半期純利益 884,994 1,142,583



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 889,347 1,146,282

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,267 83,974

繰延ヘッジ損益 2,097 －

為替換算調整勘定 34,774 420,884

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △59

その他の包括利益合計 29,602 504,798

四半期包括利益 918,950 1,651,080

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 916,342 1,627,564

少数株主に係る四半期包括利益 2,607 23,516



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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）

 （注）１．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） 

※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。 

      ２．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） 

（単位：千円）

 JCU科技(深圳)有限公司における一部の事業用資産について、使用中止の意思決定を行い、将来の使用計

画がないことから、遊休資産として帳簿価額を回収可能価額まで減額したものであります。 

  

（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。 

  

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  
報告セグメント 調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

薬品事業 装置事業 新規事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  7,969,755 2,201,912 589,058 10,760,725  － 10,760,725

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 － － 4,771 4,771  △4,771 －

計  7,969,755 2,201,912 593,829 10,765,497  △4,771 10,760,725

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 2,320,999 178,251 △240,934 2,258,316  △701,142 1,557,173

  当第３四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去  △1,171

全社費用※  △699,970

合計  △701,142

報告セグメント 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 薬品事業 装置事業 新規事業 計 

減損損失  －  －  13,970  13,970  －  13,970



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31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）

 （注）１．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） 

※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。 

      ２．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） 

（単位：千円）

 JCU科技(深圳)有限公司の事業用資産について、回収可能価額が帳簿価格を下回ったことにより、「新規

事業」において減損損失を計上しております。 

  

（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。 

   

   

  
報告セグメント 調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

薬品事業 装置事業 新規事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  9,110,771 2,174,362 431,366 11,716,500  － 11,716,500

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 － － 382 382  △382 －

計  9,110,771 2,174,362 431,748 11,716,882  △382 11,716,500

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 2,762,850 92,846 △336,238 2,519,458  △628,995 1,890,463

  当第３四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去  3,300

全社費用※  △632,296

合計  △628,995

報告セグメント 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 薬品事業 装置事業 新規事業 計 

減損損失  －  －  118,058  118,058  －  118,058
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