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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 38,032 △15.8 △471 ― △1,382 ― △1,282 ―

23年3月期第2四半期 45,159 9.6 △543 ― △1,185 ― △1,360 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,103百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △2,254百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △21.83 ―

23年3月期第2四半期 △23.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 102,200 57,283 53.2
23年3月期 113,433 58,423 49.0

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  54,356百万円 23年3月期  55,554百万円

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  

平成24年3月期の期末配当予想につきましては、未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  無  
現在、平成24年3月期の連結業績に影響を及ぼす可能性のある事態が発生しておりますが、現段階ではその影響を合理的に算定することが困難である為、本
短信では平成23年11月2日に公表しました通期業績予想を変更せずに記載しております。 

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 87,000 △0.0 1,500 ― 200 ― 300 ― 5.11



(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  ：  有  
(注) 詳細は、添付資料4ページ「2．サマリー情報(その他)に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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ますが、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おります。 

※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。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 63,060,164 株 23年3月期 63,060,164 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 4,314,730 株 23年3月期 4,314,623 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 58,745,450 株 23年3月期2Q 58,745,969 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 ………………………………………………… 4 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 4 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 4 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 4  

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 5 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 5 

（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 ………………………… 7 

四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 7 

四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………… 8 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 9 

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 11 

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………… 11 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 12 

  

○添付資料の目次

日本シイエムケイ㈱ （6958） 平成24年３月期 第２四半期決算短信

-1-



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災に伴うサプライチェーンの混乱も終息

に向かい、緩やかに景気は回復しつつありましたが、歴史的な円高水準に加え、欧州の財政危機問題等に

よる世界経済の減速感が強まり、景気の先行きは不透明さを増す状況が続きました。 

このような経済環境のなか、当社グループは品質管理の強化、生産効率化等を推し進め業績改善に努め

てまいりました。販売面につきましては、東日本大震災の影響による自動車各社の生産調整が大きく影響

し、自動車関連製品の売上高が大幅に減少したことにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は380億

32百万円（前年同四半期比15.8％減）となりました。 

利益面につきましては、グループ全体での徹底的なコスト削減に加え、生産効率化等に取り組み一定の

成果を上げましたが、売上高の減少が影響し、営業損失が4億71百万円（前年同四半期は5億43百万円の営

業損失）となりました。また、円高の影響により為替評価損が8億64百万円発生し、経常損失は13億82百

万円（前年同四半期は11億85百万円の経常損失）となりました。 

  

セグメントの概況は以下のとおりです。 

(日本) 

震災の影響により自動車関連製品の売上高が大幅に減少するなかで、徹底的なコスト削減、生産効率化

を推進した結果、売上高は268億1百万円（前年同四半期比16.7％減）、営業利益は7億98百万円（前年同

四半期比45.3％増）となりました。 

(中国) 

自動車関連製品の売上高が減少したことに加え、原材料や人件費の高騰、ドル安、中国元高等が影響

し、売上高は68億91百万円（前年同四半期比8.2％減）、営業損失は4億10百万円（前年同四半期は3億9百

万円の営業利益）となりました。 

(東南アジア) 

マレーシア工場は片面事業撤退による低稼働の状況が継続しましたが、タイ工場においてはプロダクト

ミックスの改善がみられ、その結果売上高は28億81百万円（前年同四半期比25.4％減）、営業損失は7億

18百万円（前年同四半期は12億19百万円の営業損失）となりました。 

(欧米) 

自動車関連製品の売上高減少がありましたが、営業努力による収益改善に注力した結果、売上高は14億

58百万円（前年同四半期比8.6％減）、営業利益は55百万円（前年同四半期比54.2％増）となりました。 

  

１．当四半期決算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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①資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.9％減少し、542億67百万円となりました。これは、主に

現金及び預金が63億87百万円、受取手形及び売掛金が18億91百万円それぞれ減少したことなどによるも

のであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて6.2％減少し、479億20百万円となりました。これは、主に有

形固定資産が24億44百万円減少したことなどによるものであります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて9.9％減少し、1,022億円となりました。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて24.2％減少し、237億53百万円となりました。これは、主に

短期借入金が50億96百万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10.7％減少し、211億63百万円となりました。これは、主に

長期借入金が19億65百万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18.3％減少し、449億17百万円となりました。  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.0％減少し、572億83百万円となりました。これは、主に

利益剰余金が13億13百万円減少したことなどによるものであります。 

  

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(以下「資金」という)は、前連結会計年度末

に比べ63億87百万円減少し、199億78百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は23億57百万円(前年同四半期は31

億27百万円の増加)となりました。これは、主に減価償却費26億46百万円の計上、売上債権の減少18

億47百万円などによる資金の増加、税金等調整前四半期純損失11億円の計上などによる資金の減少に

よるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は4億36百万円(前年同四半期は11億

71百万円の減少)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6億55百万円による資金

の減少など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) 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は84億39百万円(前年同四半期は21

億48百万円の減少)となりました。これは、主に借入金の返済による支出104億57百万円による資金の

減少などによるものであります。 

  

平成23年10月に発生したタイの大規模洪水に関しては、当社グループに直接的な物的被害及び人的被害

は発生しておりませんが、洪水被害の長期化により当社製品関連業界におけるサプライチェーン全体に対

する影響が拡大しつつあります。これらサプライチェーンの混乱は、当社業績に関しても少なからぬ影響

を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響についての合理的な算定が困難な状況にあります。 

今般、当連結会計年度通期の業績予想につきましては、平成23年11月2日業績修正に記載した通期予想

を変更せずに記載しておりますが、今後の展開により修正が必要となった場合は改めてお知らせいたしま

す。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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。 

  

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四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。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,383 19,996

受取手形及び売掛金 25,479 23,587

有価証券 36 30

商品及び製品 4,238 4,117

仕掛品 3,070 3,225

原材料及び貯蔵品 1,696 1,897

その他 1,436 1,423

貸倒引当金 △11 △11

流動資産合計 62,328 54,267

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,654 16,870

機械装置及び運搬具（純額） 15,270 13,802

土地 10,336 10,327

建設仮勘定 261 81

その他（純額） 610 607

有形固定資産合計 44,133 41,689

無形固定資産

のれん 348 351

その他 287 286

無形固定資産合計 635 637

投資その他の資産

投資有価証券 3,391 2,546

その他 2,961 3,070

貸倒引当金 △34 △23

投資その他の資産合計 6,318 5,593

固定資産合計 51,087 47,920

繰延資産

社債発行費 16 12

繰延資産合計 16 12

資産合計 113,433 102,200
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,582 10,877

短期借入金 10,855 5,758

未払法人税等 177 174

賞与引当金 681 373

受注損失引当金 248 237

事業構造再編費用引当金 726 593

その他 7,046 5,738

流動負債合計 31,317 23,753

固定負債

社債 5,500 5,500

長期借入金 14,352 12,386

退職給付引当金 305 294

役員退職慰労引当金 181 65

その他 3,353 2,917

固定負債合計 23,692 21,163

負債合計 55,009 44,917

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 17,466 16,152

自己株式 △3,502 △3,502

株主資本合計 58,333 57,020

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 164 △120

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △2,944 △2,543

その他の包括利益累計額合計 △2,779 △2,663

少数株主持分 2,868 2,926

純資産合計 58,423 57,283

負債純資産合計 113,433 102,200
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 45,159 38,032

売上原価 41,596 34,740

売上総利益 3,562 3,292

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 1,249 1,261

役員退職慰労引当金繰入額 12 17

賞与引当金繰入額 94 18

退職給付引当金繰入額 20 28

役員賞与引当金繰入額 40 0

その他 2,690 2,437

販売費及び一般管理費合計 4,106 3,764

営業損失（△） △543 △471

営業外収益

受取利息 15 13

受取配当金 43 43

役員退職慰労引当金戻入額 － 128

その他 440 316

営業外収益合計 499 502

営業外費用

支払利息 446 408

為替差損 532 864

その他 162 139

営業外費用合計 1,141 1,412

経常損失（△） △1,185 △1,382

特別利益

固定資産売却益 53 11

投資有価証券売却益 0 138

役員退職慰労引当金戻入額 3 －

債務免除益 － 347

その他 6 107

特別利益合計 63 604

特別損失

固定資産売却損 9 1

固定資産除却損 72 63

減損損失 2 3

投資有価証券評価損 18 229

その他 2 25

特別損失合計 105 323

税金等調整前四半期純損失（△） △1,226 △1,100

法人税、住民税及び事業税 139 117

法人税等調整額 △45 38

法人税等合計 93 156

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,320 △1,257

少数株主利益 39 24

四半期純損失（△） △1,360 △1,282
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,320 △1,257

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △419 △284

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △514 439

その他の包括利益合計 △933 153

四半期包括利益 △2,254 △1,103

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,199 △1,166

少数株主に係る四半期包括利益 △54 63
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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損失（△） △1,226 △1,100

減価償却費 3,211 2,646

受取利息及び受取配当金 △58 △56

支払利息 446 408

為替差損益（△は益） 476 751

固定資産売却損益（△は益） △44 △10

固定資産除却損 62 63

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △138

投資有価証券評価損益（△は益） 18 229

減損損失 2 3

売上債権の増減額（△は増加） 2,125 1,847

たな卸資産の増減額（△は増加） 292 △258

仕入債務の増減額（△は減少） △1,631 △674

賞与引当金の増減額（△は減少） 251 △307

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 △116

その他 33 △456

小計 3,965 2,831

利息及び配当金の受取額 58 58

利息の支払額 △469 △398

法人税等の支払額 △427 △134

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,127 2,357

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 △1,212 △655

有形固定資産の売却による収入 21 101

無形固定資産の取得による支出 △13 △25

投資有価証券の取得による支出 △83 △4

投資有価証券の売却による収入 0 278

その他 115 △131

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,171 △436
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

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 － 3,067

短期借入金の返済による支出 △2,050 △7,984

長期借入金の返済による支出 △2,505 △2,473

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △83 △205

セール・アンド・リースバックによる収入 3,232 －

債権売却の増減額（△は減少） △605 △807

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △117 △0

少数株主への配当金の支払額 △17 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,148 △8,439

現金及び現金同等物に係る換算差額 △373 131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △566 △6,387

現金及び現金同等物の期首残高 23,637 26,365

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,071 19,978
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当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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 

 
(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△217百万円には、セグメント間取引消去196百万円、全社費用△414

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。 

  

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 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23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 

 
(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△196百万円には、セグメント間取引消去206百万円、全社費用△402

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。 

  

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 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(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 32,191 7,509 3,863 1,594 45,159 ― 45,159

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

815 4,336 1,457 ― 6,609 △6,609 ―

 計 33,006 11,846 5,321 1,594 51,769 △6,609 45,159

セグメント利益又は 
損失(△)

549 309 △1,219 35 △325 △217 △543

(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 26,801 6,891 2,881 1,458 38,032 ― 38,032

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

530 3,599 1,943 ― 6,073 △6,073 ―

 計 27,332 10,491 4,824 1,458 44,106 △6,073 38,032

セグメント利益又は 
損失(△)

798 △410 △718 55 △275 △196 △471
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当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

（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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