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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 18,350 △42.7 △1,089 ― △1,344 ― △1,515 ―

21年3月期第1四半期 32,047 ― 950 ― 1,043 ― 179 ―

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

22年3月期第1四半期 △25.80 ―

21年3月期第1四半期 2.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 128,420 69,237 51.4 1,124.61
21年3月期 129,044 68,985 51.1 1,123.42

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  66,067百万円 21年3月期  65,998百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

平成22年３月期の配当予想額につきましては、未定であります。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― 0.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

50,000 △20.6 △1,600 ― △2,100 ― △2,200 ― △37.45

通期 110,000 2.2 1,500 ― 1,000 ― 500 ― 8.51
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 
２．平成22年３月期の株主配当金につきましては、景気の先行きが依然不透明であることから、現時点では未定とさせていただきます。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 63,060,164株 21年3月期  63,060,164株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,312,961株 21年3月期  4,312,876株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 58,747,263株 21年3月期第1四半期 61,249,601株
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第１四半期における世界経済は、2008年後半から深刻化した世界同時不況の影響により、依然として厳

しい経済環境が継続しました。 

 わが国経済においても、政府の景気対策効果や、企業の在庫調整の進展により、景気は下げ止まった感

があるものの、企業の厳しい収益状況を背景に、設備投資は低調に推移しており、加えて雇用・所得環境

も厳しさを増す中で、先行き不透明な状況となっております。 

 このような状況の中、電子部品業界は、グリーン家電普及促進事業やエコカー減税などの景気対策、在

庫調整の進展により、デジタル機器やハイブリッドカーならびにその関連機器で、需要の盛り上がりが見

受けられましたものの、全体的な電子部品の需要は昨年度に比してまだまだ低水準であり、経営環境は厳

しい状況で推移しました。 

  

 こうした厳しい環境下、当社グループは、一部事業所の閉鎖を含む事業体制の再編を実施するととも

に、徹底的なコスト削減を実施し収益確保に努めてまいりましたが、当第1四半期は海外子会社の厳しい

経営環境の影響を受けた平成21年1月から3月を連結対象期間としているため、売上高は183億50百万円

（前年同期比42.7％減）と、前年同期比で大きく減少しました。利益面につきましては、前述の売上高減

少を主因に、営業損益は10億89百万円の損失（前年同期は9億50百万円の利益）、経常損益は13億44百万

円の損失（前年同期は10億43百万円の利益）、純損益は15億15百万円の損失（前年同期は１億79百万円の

利益）となりました。 

  

 所在地別にみますと、第1四半期売上高は、日本国内は139億43百万円（前年同期比38.8％減）、中国地

域は30億23百万円（前年同期比49.1％減）、東南アジア地域は10億70百万円（前年同期比56.1％減）、欧

米地域は３億12百万円（前年同期比65.1％減）となりました。 

 営業損益につきましては、日本国内は23百万円の営業損失（前年同期は15億23百万円の利益）、中国地

域は１億84百万円の営業損失（前年同期は３億30百万円の利益）、東南アジア地域は７億47百万円の営業

損失（前年同期は９億円の損失）、欧米地域は18百万円の営業損失（前年同期は１億25百万円の利益）と

なりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、613億96百万円となりました。これは、現金及び

預金が18億31百万円、商品及び製品が4億99百万円それぞれ減少し、仕掛品が16億25百万円増加したこと

などによるものであります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％増加し、669億92百万円となりました。これは、投資有価

証券が5億82百万円増加したことなどによるものであります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、1,284億20百万円となりました。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.2％増加し、296億46百万円となりました。これは、短期借入

金が10億42百万円、賞与引当金が4億31百万円それぞれ増加し、その他が13億81百万円減少したことなど

によるものであります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.1％減少し、295億37百万円となりました。これは、長期借入

金が9億16百万円減少したことなどによるものであります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、591億83百万円となりました。  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.4％増加し、692億37百万円となりました。これは主とし

て、為替換算調整勘定が11億31百万円増加したことなどによるものであります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末

に比べ18億31百万円減少し、292億6百万円となりました。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

 営業活動の結果、得られた資金は1億53百万円となりました。収入の主な内訳は、減価償却費18億78百

万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失13億94百万円であります。  

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 投資活動の結果、使用した資金は11億15百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による

支出8億79百万円によるものであります。  

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 財務活動の結果、使用した資金は12億円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出22億

83百万円によるものであります。 

  

当事業年度の連結業績予想につきましては、今後の事業環境を慎重に見極める必要があるため、平成21

年５月14日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (簡便な会計処理)

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 ②棚卸資産の評価方法

 ③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理)

 ①税金費用の計算  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,224 31,056

受取手形及び売掛金 21,861 21,763

有価証券 56 43

商品及び製品 3,226 3,726

仕掛品 3,748 2,122

原材料及び貯蔵品 1,920 2,080

その他 1,381 1,569

貸倒引当金 △23 △26

流動資産合計 61,396 62,335

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 23,315 23,158

機械装置及び運搬具（純額） 22,053 22,117

土地 10,494 10,561

建設仮勘定 165 424

その他（純額） 921 918

有形固定資産合計 56,950 57,180

無形固定資産   

のれん 721 707

その他 652 641

無形固定資産合計 1,374 1,348

投資その他の資産   

投資有価証券 5,618 5,035

その他 3,086 3,147

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 8,668 8,146

固定資産合計 66,992 66,675

繰延資産   

社債発行費 32 34

繰延資産合計 32 34

資産合計 128,420 129,044
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,908 10,050

短期借入金 10,275 9,232

未払法人税等 177 109

賞与引当金 1,148 717

役員賞与引当金 20 －

受注損失引当金 186 154

事業構造再編費用引当金 2,836 2,836

その他 5,094 6,475

流動負債合計 29,646 29,576

固定負債   

社債 5,500 5,500

長期借入金 22,753 23,669

退職給付引当金 704 721

役員退職慰労引当金 147 226

その他 431 365

固定負債合計 29,537 30,483

負債合計 59,183 60,059

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,306 22,306

資本剰余金 22,063 22,063

利益剰余金 25,655 27,171

自己株式 △3,501 △3,501

株主資本合計 66,523 68,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 480 26

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △936 △2,068

評価・換算差額等合計 △456 △2,041

少数株主持分 3,169 2,987

純資産合計 69,237 68,985

負債純資産合計 128,420 129,044
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 32,047 18,350

売上原価 28,306 17,222

売上総利益 3,741 1,127

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 701 660

役員退職慰労引当金繰入額 11 6

賞与引当金繰入額 123 108

退職給付引当金繰入額 40 23

役員賞与引当金繰入額 19 20

貸倒引当金繰入額 － 1

その他 1,894 1,397

販売費及び一般管理費合計 2,790 2,216

営業利益又は営業損失（△） 950 △1,089

営業外収益   

受取利息 33 13

受取配当金 55 45

有価証券売却益 16 －

持分法による投資利益 53 －

その他 287 275

営業外収益合計 446 334

営業外費用   

支払利息 247 233

持分法による投資損失 － 301

その他 106 53

営業外費用合計 353 588

経常利益又は経常損失（△） 1,043 △1,344

特別利益   

固定資産売却益 3 1

役員退職慰労引当金戻入額 － 76

その他 1 0

特別利益合計 5 77

特別損失   

固定資産売却損 5 0

固定資産除却損 36 1

減損損失 － 15

事業撤退損 － 109

その他 1 －

特別損失合計 43 127

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,006 △1,394

法人税、住民税及び事業税 817 164

法人税等調整額 △5 2

法人税等合計 812 167

少数株主利益又は少数株主損失（△） 14 △46

四半期純利益又は四半期純損失（△） 179 △1,515
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,006 △1,394

減価償却費 2,202 1,878

受取利息及び受取配当金 △89 △58

支払利息 247 233

為替差損益（△は益） △146 △15

持分法による投資損益（△は益） △53 301

有形固定資産売却損益（△は益） 1 －

固定資産売却損益（△は益） － △0

有形固定資産除却損 23 －

固定資産除却損 － 1

減損損失 － 15

売上債権の増減額（△は増加） 302 441

たな卸資産の増減額（△は増加） △87 △723

仕入債務の増減額（△は減少） △2,180 △691

賞与引当金の増減額（△は減少） 582 431

その他 749 24

小計 2,558 443

利息及び配当金の受取額 88 57

利息の支払額 △201 △223

法人税等の支払額 △454 △124

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,990 153

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 53 －

有形固定資産の取得による支出 △2,026 △879

有形固定資産の売却による収入 17 1

無形固定資産の取得による支出 △13 △1

投資有価証券の取得による支出 △4 △1

その他 △42 △233

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,015 △1,115

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 152 556

短期借入金の返済による支出 △314 －

長期借入れによる収入 1,014 1,045

長期借入金の返済による支出 △789 △2,283

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △104 △65

債権売却の増減額（△は減少） 1,396 △452

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △285 △0

少数株主への配当金の支払額 △5 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,062 △1,200

現金及び現金同等物に係る換算差額 △514 331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 523 △1,831

現金及び現金同等物の期首残高 16,255 31,038

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,778 29,206
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

① 中国……………中国、香港 

② 東南アジア……シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ 

③ 欧米……………ベルギー、アメリカ 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

 当社グループはプリント配線板の製造、販売を主たる事業としている専業メーカーであり、当第１

四半期連結累計期間及び前第１四半期連結累計期間につきましては、全セグメントの売上高の合計、

営業損益の合計額に占める「プリント配線板事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

日本 
(百万円)

中国
(百万円)

東南アジア
(百万円)

欧米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

22,769 5,940 2,441 896 32,047 ― 32,047

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

573 2,715 313 ― 3,601 (3,601) ―

計 23,342 8,656 2,754 896 35,649 (3,601) 32,047

営業利益又は営業損失(△) 1,523 330 △900 125 1,079 (129) 950

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

日本 
(百万円)

中国
(百万円)

東南アジア
(百万円)

欧米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

13,943 3,023 1,070 312 18,350 ― 18,350

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

349 979 435 ― 1,764 (1,764) ―

計 14,292 4,002 1,506 312 20,114 (1,764) 18,350

営業損失(△) △23 △184 △747 △18 △974 (114) △1,089

- 10 -

日本シイエムケイ㈱ (6958)　平成22年３月期　第１四半期決算短信



 
  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

① 中国……………中国、香港 

② 東南アジア……シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ 

③ ヨーロッパ……ハンガリー、チェコ、スペイン 

④ その他の地域…アメリカ 

  

該当事項はありません。 

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

中国 東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,764 2,850 888 1,129 10,633

Ⅱ 連結売上高(百万円) 32,047

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

18.0 8.9 2.8 3.5 33.2

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

中国 東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,087 1,464 406 333 6,291

Ⅱ 連結売上高(百万円) 18,350

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

22.3 8.0 2.2 1.8 34.3

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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