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(注) １ 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

２ 平成23年3月期の配当予想につきましては、未定であります。 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第1四半期 22,824 24.4 △406 ─ △798 ─ △802 ─

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

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

23年3月期第1四半期 △13.65 ─

22年3月期第1四半期 △25.80 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年3月期第1四半期 124,359 65,031 49.7 1,052.58

22年3月期 124,140 65,986 50.6 1,069.80

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 61,834百万円 22年3月期 62,847百万円

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

22年3月期 ─ 0.00 ─ 2.00 2.00

23年3月期 ─

23年3月期(予想) ─ ─ ─ ─

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第2四半期(累計) 49,500 20.1 900 ─ 800 ─ 400 ─ 6.81

通 期 105,000 16.6 2,300 ─ 2,000 ─ 1,000 ─ 17.02



 

 
  (注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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は終了していませ

ん。 

  

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ─社 (社名)          、除外  ─社 (社名)          

  (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  (注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 63,060,164株 22年3月期 63,060,164株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 4,314,247株 22年3月期 4,313,866株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 58,746,074株 22年3月期1Ｑ 58,747,263株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期におけるわが国経済は、中国や新興国をはじめとする高成長に牽引され、輸出の増加から

景気回復の兆しが見られたものの、依然として厳しい雇用情勢や、円高の進行、ギリシャ危機に端を発し

た欧州金融市場の危機により、不安定な状態で推移しました。 

 当社グループが属する電子部品業界におきましても、デジタル家電やハイブリッドカーなどの関連分野

で需要回復が見受けられましたが、経済環境の先行き不透明感は依然として払拭できず、総じて慎重な需

要環境が続きました。 

 かかる経済環境のもと、当社グループは事業再構築後のグローバル生産販売体制を基に、経営目標達成

に向け、売上の増加と利益の確保に注力してまいりました結果、販売面では薄型テレビ関連の価格下落に

より、受注活動は苦戦を強いられましたが、自動車関連機器は各国政府の景気刺激策により前年から大き

く回復したことから、当第１四半期における売上高は228億24百万円と、前年同期比24.4％増加となりま

した。 

 利益面につきましては、受注量は回復方向にはあるものの、主に薄型テレビや携帯電話における競合他

社との価格競争の激化による、販売単価の下落を要因とした影響で、収益回復は弱いまま推移した結果、

営業損失が4億6百万円（前年同期は10億89百万円の営業損失）、経常損失は円高に伴う為替差損の影響も

あり7億98百万円（前年同期は13億44百万円の経常損失）、四半期純損失は8億2百万円（前年同期は15億

15百万円の純損失）となりました。 

  

報告セグメントの概況は、当第１四半期の売上高が、日本は164億30百万円（前年同期比17.8％増）、

中国は38億67百万円（前年同期比27.9％増）、東南アジアは17億28百万円（前年同期比61.5％増）、欧米

は7億97百万円（前年同期比154.9％増）となりました。 

 セグメント利益は、日本は87百万円の営業利益（前年同期は23百万円の営業損失）、中国は1億52百万

円の営業利益（前年同期は1億84百万円の営業損失）、東南アジアは5億20百万円の営業損失（前年同期は

7億47百万円の営業損失）、欧米は13百万円の営業利益（前年同期は18百万円の営業損失）となりまし

た。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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1.7％増加し、663億80百万円となりました。これは、主に現金

及び預金が27億83百万円増加し、受取手形及び売掛金が13億55百万円減少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1.5％減少し、579億55百万円となりました。これは、主に有形

固定資産が5億96百万円、投資有価証券が4億35百万円それぞれ減少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0.2％増加し、1,243億59百万円となりました。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.8％減少し、322億52百万円となりました。これは、主に支払

手形及び買掛金が15億29百万円減少し、短期借入金が5億82百万円、賞与引当金が5億56百万円それぞれ増

加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7.0％増加し、270億75百万円となりました。これは、主にその

他が28億72百万円増加し、長期借入金が10億77百万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2.0％増加し、593億27百万円となりました。  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、650億31百万円となりました。これは、主に利

益剰余金が9億19百万円減少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27億83百万円増加し、264億21百万円となりました。  

  

(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17億12百万円となりました。収入の主な内訳は、減価償却費16億18百

万円、売上債権の減少額14億72百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額16億2百万円であり

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4億28百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による

支出5億32百万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、得られた資金は14億5百万円となりました。これは、主にセール・アンド・リースバ

ックによる収入30億9百万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22

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。 

  

①「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日)を適用しております。 

この適用による損益に与える影響はありません。 

②「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12

月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)、「『研究開

発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第

16号 平成20年12月26日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計

基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 (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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,439 23,655

受取手形及び売掛金 29,539 30,894

有価証券 39 47

商品及び製品 4,004 3,948

仕掛品 3,547 3,931

原材料及び貯蔵品 1,691 1,733

その他 1,129 1,070

貸倒引当金 △11 △14

流動資産合計 66,380 65,267

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,337 20,467

機械装置及び運搬具（純額） 18,667 19,223

土地 10,445 10,328

建設仮勘定 109 111

その他（純額） 776 800

有形固定資産合計 50,336 50,932

無形固定資産

のれん 719 716

その他 404 414

無形固定資産合計 1,124 1,131

投資その他の資産

投資有価証券 3,167 3,602

その他 3,361 3,243

貸倒引当金 △33 △63

投資その他の資産合計 6,495 6,782

固定資産合計 57,955 58,846

繰延資産

社債発行費 23 25

繰延資産合計 23 25

資産合計 124,359 124,140

日本シイエムケイ㈱ （6958） 平成23年３月期 第１四半期決算短信

－5－



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,475 15,005

短期借入金 9,338 8,756

未払法人税等 85 384

賞与引当金 1,278 722

役員賞与引当金 20 －

受注損失引当金 222 247

事業構造再編費用引当金 414 414

その他 7,416 7,317

流動負債合計 32,252 32,849

固定負債

社債 5,500 5,500

長期借入金 17,929 19,006

退職給付引当金 339 366

役員退職慰労引当金 165 163

その他 3,140 268

固定負債合計 27,075 25,304

負債合計 59,327 58,153

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 22,031 22,950

自己株式 △3,502 △3,502

株主資本合計 62,898 63,818

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 68 370

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △1,131 △1,342

評価・換算差額等合計 △1,063 △971

少数株主持分 3,196 3,139

純資産合計 65,031 65,986

負債純資産合計 124,359 124,140
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 18,350 22,824

売上原価 17,222 21,091

売上総利益 1,127 1,732

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 660 614

役員退職慰労引当金繰入額 6 6

賞与引当金繰入額 108 126

退職給付引当金繰入額 23 9

役員賞与引当金繰入額 20 20

貸倒引当金繰入額 1 －

その他 1,397 1,362

販売費及び一般管理費合計 2,216 2,138

営業損失（△） △1,089 △406

営業外収益

受取利息 13 12

受取配当金 45 41

その他 275 275

営業外収益合計 334 329

営業外費用

支払利息 233 218

持分法による投資損失 301 －

為替差損 － 405

その他 53 97

営業外費用合計 588 721

経常損失（△） △1,344 △798

特別利益

固定資産売却益 1 100

役員退職慰労引当金戻入額 76 3

その他 0 1

特別利益合計 77 105

特別損失

固定資産売却損 0 9

固定資産除却損 1 6

減損損失 15 2

事業撤退損 109 －

投資有価証券評価損 － 9

その他 － 2

特別損失合計 127 30

税金等調整前四半期純損失（△） △1,394 △723

法人税、住民税及び事業税 164 74

法人税等調整額 2 △21

法人税等合計 167 53

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △776

少数株主利益又は少数株主損失（△） △46 25

四半期純損失（△） △1,515 △802
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △1,394 △723

減価償却費 1,878 1,618

受取利息及び受取配当金 △58 △54

支払利息 233 218

為替差損益（△は益） △15 381

持分法による投資損益（△は益） 301 －

固定資産売却損益（△は益） △0 △91

固定資産除却損 1 1

減損損失 15 2

売上債権の増減額（△は増加） 441 1,472

たな卸資産の増減額（△は増加） △723 419

仕入債務の増減額（△は減少） △691 △1,602

賞与引当金の増減額（△は減少） 431 556

その他 24 31

小計 443 2,230

利息及び配当金の受取額 57 54

利息の支払額 △223 △182

法人税等の支払額 △124 △390

営業活動によるキャッシュ・フロー 153 1,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △879 △532

有形固定資産の売却による収入 1 109

無形固定資産の取得による支出 △1 △13

投資有価証券の取得による支出 △1 △80

貸付金の回収による収入 － 30

その他 △233 58

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,115 △428

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 556 －

長期借入れによる収入 1,045 －

長期借入金の返済による支出 △2,283 △1,248

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △65 △38

債権売却の増減額（△は減少） △452 △206

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △0 △108

少数株主への配当金の支払額 － △1

セール・アンド・リースバックによる収入 － 3,009

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,200 1,405

現金及び現金同等物に係る換算差額 331 94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,831 2,783

現金及び現金同等物の期首残高 31,038 23,637

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,206 26,421
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該当事項はありません。 

  

前第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) 

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、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。 

  

前第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) 

 
(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 

  

前第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) 

 
(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 

  

(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】

【所在地別セグメント情報】

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

【海外売上高】

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
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社グループは、主にプリント配線板を生産・販売しており、国内においては当社及び国内連結子会社

が、海外においては中国、東南アジア、欧米の各地域を現地法人が、それぞれ担当しております。現地法

人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域において包括的な戦略を立案し、事

業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、生産・販売の管理体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されて

おり、「日本」、「中国」、「東南アジア」及び「欧米」の４つを当社の報告セグメントとしておりま

す。 

  

２  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 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△140百万円には、セグメント間取引消去83百万円、全社費用△223百

万円が含まれております。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損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３  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 

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】

(単位：百万円)

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日本 中国

東南
アジア

欧米 計

売上高

  外部顧客への売上高 16,430 3,867 1,728 797 22,824 ─ 22,824

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

419 1,899 734 ─ 3,053 △3,053 ─

 計 16,849 5,767 2,462 797 25,877 △3,053 22,824

セグメント利益又は 
損失(△)

87 152 △520 13 △265 △140 △406

(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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