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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 38,675 1.7 761 ― 280 ― 118 ―
24年3月期第2四半期 38,032 △15.8 △471 ― △1,382 ― △1,282 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △13百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △1,103百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 2.01 ―
24年3月期第2四半期 △21.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 96,722 55,631 54.5
24年3月期 99,201 55,829 53.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  52,688百万円 24年3月期  52,899百万円

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25年3月期の期末配当予想額につきましては、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

24年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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   

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 82,000 1.8 2,800 269.6 2,000 476.7 1,200 ― 20.43



(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 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 63,060,164 株 24年3月期 63,060,164 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 4,315,084 株 24年3月期 4,314,962 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 58,745,136 株 24年3月期2Q 58,745,450 株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、財政の崖や雇用問題を抱える米国経済の回復の遅

れ、債務危機による欧州経済低迷、成長の鈍化する新興国経済等、依然として厳しい状況が継続しまし

た。 

国内経済は、復興需要の貢献はあるものの、雇用・所得環境、消費マインドの低迷等不安要素を抱

え、企業収益の悪化等もあり不透明感が払拭できない状況で推移しました。 

当社の属する電子部品業界におきましては、自動車関連分野や、一部情報通信分野が堅調に推移しま

したが、コンピュータ・半導体分野の減速は著しく、またデジタル家電分野では依然として厳しい価格

競争が続きました。 

かかる経営環境の下、当社の販売面は自動車関連製品とデジタルカメラが前年同期比で増収しました

が、その他の分野では通信関連機器ならびにアミューズメント向けの売上が減少しました結果、当第２

四半期連結累計期間における売上高は386億75百万円と、前年同四半期比6億42百万円（1.7％）の微増

となりました。 

利益面につきましては、国内事業構造の見直しを推進しつつ、品質管理の強化と生産性向上を図り、

原価低減を着実に実行しました結果、営業利益が7億61百万円（前年同四半期は4億71百万円の営業損

失）、経常損益は、為替評価損4億4百万円がマイナスに影響した結果、2億80百万円の経常利益（前年

同四半期は13億82百万円の経常損失）となりました。 

四半期純損益は、平成24年10月5日に発表しました、特別利益ならびに投資有価証券評価損の計上に

より、 終的には1億18百万円の四半期純利益（前年同四半期は12億82百万円の四半期純損失）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) 

主に自動車関連製品とデジタルカメラ向け製品の売上が増加しましたが、通信関連製品ならびに試

作量産外売上が減少した結果、売上高は269億81百万円（前年同四半期比0.7％増）となりました。営

業利益は事業構造の見直しや、品質管理の強化と原価低減により、9億82百万円の営業利益（前年同

四半期比23.0％増）となりました。 

(中国) 

主に自動車関連製品の売上は堅調に推移しましたが、アミューズメント向けが減少した結果、売上

高は66億32百万円（前年同四半期比3.8％減）となりました。営業利益は現地材料コストや人件費増

加によるコストアップ要因がありましたが、徹底的な収益対策の実施により1億33百万円の営業利益

（前年同四半期は4億10百万円の営業損失）となりました。 

(東南アジア) 

東南アジアは、自動車関連機器の受注増加に対したタイ工場の高い稼動により、売上高は34億89百

万円（前年同四半期比21.1％増）となりました。営業利益は、タイ工場が収益性を回復した一方で、

マレーシア工場の低稼働がマイナスに影響し、84百万円の営業損失（前年同四半期は7億18百万円の

営業損失）となりました。 

(欧米) 

米国ならびにヨーロッパは、自動車関連製品の受注が堅調に推移した結果、売上高は15億72百万円

（前年同四半期比7.8％増）、営業利益は70百万円（前年同四半期比27.0％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3.4％減少し、532億24百万円となりました。これは、主に

受取手形及び売掛金が40億90百万円減少し、現金及び預金が17億75百万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1.4％減少し、434億94百万円となりました。これは、主に

投資有価証券が6億65百万円、有形固定資産が3億12百万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2.5％減少し、967億22百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.5％減少し、287億74百万円となりました。これは、主に

支払手形及び買掛金が9億10百万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11.2％減少し、123億16百万円となりました。これは、主

に長期借入金が13億25百万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5.3％減少し、410億91百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.4％減少し、556億31百万円となりました。これは、主

にその他有価証券評価差額金が2億55百万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

末に比べて17億75百万円増加し、210億54百万円となりました。 

(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55億95百万円(前年同四半期は

23億57百万円の増加)となりました。これは、主に減価償却費20億4百万円の計上、売上債権の減少

42億55百万円などによる資金の増加、仕入債務の減少10億31百万円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17億3百万円(前年同四半期は4

億36百万円の減少)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12億14百万円によ

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21億32百万円(前年同四半期は

84億39百万円の減少)となりました。これは、主に借入金の返済による支出20億19百万円による資

金の減少などによるものであります。 

  

日中間の政治問題に端を発した経済環境の不安定化に伴い、当社を取り巻く経営環境にも想定外の変

化が懸念されるところですが、これら経営環境の変化の下期業績への影響は、これを慎重に見極める必

要があり、現在精査中であります。 

従いまして、平成25年３月期連結通期業績予想につきましては、現時点で平成24年５月11日に公表し

ました予想を変更しておりませんが、これを修正する必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたしま

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。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,295 21,071

受取手形及び売掛金 26,596 22,506

有価証券 34 31

商品及び製品 3,587 3,491

仕掛品 2,988 2,997

原材料及び貯蔵品 1,458 1,508

その他 1,156 1,659

貸倒引当金 △49 △43

流動資産合計 55,069 53,224

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,954 15,449

機械装置及び運搬具（純額） 11,009 10,763

土地 10,309 10,314

建設仮勘定 138 525

その他（純額） 595 640

有形固定資産合計 38,006 37,694

無形固定資産   

のれん 335 323

その他 261 261

無形固定資産合計 596 585

投資その他の資産   

投資有価証券 2,859 2,194

その他 2,870 3,230

貸倒引当金 △210 △210

投資その他の資産合計 5,520 5,214

固定資産合計 44,124 43,494

繰延資産   

社債発行費 8 3

繰延資産合計 8 3

資産合計 99,201 96,722
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,505 9,594

短期借入金 4,517 4,692

1年内償還予定の社債 5,500 5,500

未払法人税等 303 207

賞与引当金 457 464

受注損失引当金 192 123

事業構造再編費用引当金 1,865 1,493

その他 6,166 6,697

流動負債合計 29,508 28,774

固定負債   

長期借入金 10,666 9,341

退職給付引当金 291 274

役員退職慰労引当金 63 5

その他 2,843 2,695

固定負債合計 13,863 12,316

負債合計 43,372 41,091

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 14,558 14,529

自己株式 △3,502 △3,502

株主資本合計 55,425 55,396

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 216 △38

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △2,741 △2,670

その他の包括利益累計額合計 △2,525 △2,708

少数株主持分 2,929 2,943

純資産合計 55,829 55,631

負債純資産合計 99,201 96,722
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 38,032 38,675

売上原価 34,740 34,155

売上総利益 3,292 4,520

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 1,261 1,253

役員退職慰労引当金繰入額 17 5

賞与引当金繰入額 18 91

退職給付引当金繰入額 28 29

役員賞与引当金繰入額 0 0

その他 2,437 2,378

販売費及び一般管理費合計 3,764 3,759

営業利益又は営業損失（△） △471 761

営業外収益   

受取利息 13 27

受取配当金 43 36

役員退職慰労引当金戻入額 128 3

その他 316 352

営業外収益合計 502 419

営業外費用   

支払利息 408 333

為替差損 864 404

その他 139 162

営業外費用合計 1,412 900

経常利益又は経常損失（△） △1,382 280
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(単位：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 11 43

投資有価証券売却益 138 －

債務免除益 347 －

事業構造再編費用引当金戻入額 － 361

その他 107 103

特別利益合計 604 508

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 63 22

減損損失 3 －

投資有価証券評価損 229 412

その他 25 69

特別損失合計 323 505

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（△）

△1,100 282

法人税等 156 143

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,257 138

少数株主利益 24 20

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,282 118
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,257 138

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △284 △255

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 439 102

その他の包括利益合計 153 △152

四半期包括利益 △1,103 △13

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,166 △64

少数株主に係る四半期包括利益 63 51
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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23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,100 282

減価償却費 2,646 2,004

受取利息及び受取配当金 △56 △63

支払利息 408 333

為替差損益（△は益） 751 437

固定資産売却損益（△は益） △10 △43

固定資産除却損 63 14

投資有価証券売却損益（△は益） △138 －

投資有価証券評価損益（△は益） 229 412

事業構造再編費用引当金戻入額 － △361

減損損失 3 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,847 4,255

たな卸資産の増減額（△は増加） △258 81

仕入債務の増減額（△は減少） △674 △1,031

賞与引当金の増減額（△は減少） △307 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △116 △57

その他 △456 △165

小計 2,831 6,105

利息及び配当金の受取額 58 68

利息の支払額 △398 △328

法人税等の支払額 △134 △250

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,357 5,595

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 △655 △1,214

有形固定資産の売却による収入 101 124

無形固定資産の取得による支出 △25 △25

投資有価証券の取得による支出 △4 △4

投資有価証券の売却による収入 278 －

貸付けによる支出 △0 △240

その他 △130 △344

投資活動によるキャッシュ・フロー △436 △1,703
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(単位：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 3,067 229

短期借入金の返済による支出 △7,984 △150

長期借入金の返済による支出 △2,473 △1,869

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △205 △169

債権売却の増減額（△は減少） △807 △24

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 △0 △145

少数株主への配当金の支払額 △36 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,439 △2,132

現金及び現金同等物に係る換算差額 131 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,387 1,775

現金及び現金同等物の期首残高 26,365 19,278

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,978 21,054
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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。 
  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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△340百万円には、セグメント間取引消去146百万円、全社費用△487

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 

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 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

(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 26,981 6,632 3,489 1,572 38,675 ─ 38,675

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

780 3,595 2,276 ─ 6,652 △6,652 ─

 計 27,762 10,227 5,766 1,572 45,328 △6,652 38,675

セグメント利益又は 
損失(△)

982 133 △84 70 1,101 △340 761
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当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

(早期退職優遇制度の実施) 

当社は、平成24年10月５日開催の取締役会の決議により、下記のとおり、「早期退職優遇制度」を実

施することを決定いたしました。 

  

１．「早期退職優遇制度」を実施する理由 

当社は、中期経営計画の達成に向けて、抜本的なコスト構造の見直し、新事業体制の構築に取り組

んでおります。 

その実現に向け、「生産拠点の統廃合」「市場環境に見合った体制の整備」を実施するにあたり、

要員の適正化および人員効率向上による事業体質の強化を目的とした早期退職の募集を行うこととい

たしました。 

  

２．「早期退職優遇制度」の概要 

（１）対象者  シイエムケイグループ社員 

（２）募集人員 250名程度 

（３）募集期間 平成24年10月29日から平成24年11月15日 

（４）退職日  平成24年12月31日 

  

３．今後の見通し 

本件に係わり必要となる費用に関しては、平成24年３月期決算に計上済みの事業構造再編費用引当

金を取崩すことにより処理する予定でありますが、現時点において応募者数が確定していないため、

損益に与える影響は未定であります。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

-13-

日本シイエムケイ㈱ （6958） 平成25年３月期 第２四半期決算短信




