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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年12月期第3四半期 139,922 3.1 3,741 2.0 3,879 △3.7 2,624 1.1
23年12月期第3四半期 135,745 11.6 3,669 △6.0 4,029 △3.2 2,595 △8.6

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 3,012百万円 （342.6％） 23年12月期第3四半期 680百万円 （―％）

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12月期第3四半期 111.21 ―
23年12月期第3四半期 109.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 72,496 22,567 30.3
23年12月期 59,471 20,126 33.1
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  21,973百万円 23年12月期  19,700百万円

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

23年12月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00
24年12月期 ― 14.00 ―
24年12月期（予想） 14.00 28.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 190,700 13.6 5,120 27.1 5,230 14.1 3,620 32.9 153.39



(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）  ：  有  

(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、金融商品取引法にもと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、金融商品取引法にもとづ
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および合理的であると判断する一定の前提にもとづいており、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およ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、添
付資料３ページ「(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年12月期3Q 25,200,000 株 23年12月期 25,200,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 1,600,431 株 23年12月期 1,600,431 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 23,599,569 株 23年12月期3Q 23,599,629 株
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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 

 当第３四半期連結累計期間の経済環境を顧みますと、わが国経済は、堅調ではあるものの、世界

経済の鈍い足取りや円高などの影響で、足元では弱い動きになっています。世界経済は、米国が緩

やかな回復傾向にある一方、中国は成長を鈍化させてきております。欧州は、一部の国々の債務問

題が、引き続き景気を低迷させる 大の要因となっており、その先行きに対する不安が、景気を下

押しするリスクとなっています。また為替市場は、円高水準を保ったまま、一定のレンジで推移し

てきております。 

 このような状況下、当社の当第３四半期連結累計期間の売上高は1,399億２千２百万円となり、前

年同期に比べて41億７千６百万円の増加（3.1％増）となりました。営業利益は37億４千１百万円と

なり、前年同期に比べて７千２百万円の増加（2.0％増）となりました。また、経常利益は38億７千

９百万円となり、前年同期に比べて１億５千万円の減少（3.7％減）となりました。四半期純利益は

26億２千４百万円となり、前年同期に比べて２千８百万円の増加（1.1％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。なお、「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を基礎としております。また、前第４四半期連結会計期間より、シークスエレ

クトロニクス株式会社の所属セグメントを「電子(日本)」から「全社(共通)」に変更しており、当

第３四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分にもとづいております。 

①電子(日本) 

 デジタル家電機器や産業機器用部材等の出荷が引続き好調を維持した結果、売上高は424億２百

万円となり、前年同期に比べて47億８百万円の増加 (12.5％増) となりました。セグメント利益

は12億６千８百万円となり、前年同期に比べて２億７千８百万円の増加 (28.1％増) となりまし

た。 

②電子(アジア) 

 長引く円高による減少要因があった一方で、昨年、タイで発生した洪水の被害により減産を余

儀なくされた一部顧客の挽回生産等の増加要因もあり、売上高は979億１千８百万円と前年同期に

比べて２億１千万円の微減 (0.2％減) にとどまりました。利益面では、新たに連結の範囲に含め

た製造子会社の初期費用の負担等もあり、セグメント利益は31億６千２百万円と前年同期に比べ

て３億７千７百万円の減少 (10.7％減) となりました。 

③電子(欧州) 

 車載関連機器用部材の出荷は堅調に推移しましたが、家庭電気機器用部材の出荷が減少したこ

とや、円高の影響を大きく受けたこと等により、売上高は40億５百万円となり、前年同期に比べ

て４億６千９百万円の減少 (10.5％減) となりました。利益面でも、売上高の減少や増設した製

造設備の減価償却費負担等により、１億５千２百万円のセグメント損失 (前年同期は１億７百万

円のセグメント損失) となりました。 

④電子(米州) 

 産業機器用部材の出荷が堅調に推移した結果、売上高は113億５千万円となり、前年同期に比べ

て６億７千６百万円の増加 (6.3％増) となりました。セグメント利益は５億４千４百万円とな

り、前年同期に比べて１億４千１百万円の増加 (35.1％増) となりました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報   

 総資産は、前連結会計年度末に比べ130億２千４百万円増加し、724億９千６百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金の増加によるものです。 

 負債につきましては、負債合計が前連結会計年度末に比べ105億８千３百万円増加し、499億２千

８百万円となりました。これは主に買掛金の増加によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ24億４千万円増加し、225億６千７百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は33.1％から30.3％に減少いたしました。 

 
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年８月２日に公表しております平成24年12月期の連結業績

予想に変更ありません。 

 

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 

 第１四半期連結会計期間において設立したSIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. (希革斯電子 (上海) 

有限公司の英語表記名) を連結の範囲に含めたことが、重要な子会社の異動に該当いたします。 

 
(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 

 (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) 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正にともない、第２四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もとづく減価償却の方

法に変更しております。 

 この変更による当第３四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。 

 
(4) 追加情報 

 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日) および

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成

21年12月４日) を適用しております。 
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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12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,466 5,858

受取手形及び売掛金 23,242 31,468

商品及び製品 10,785 11,956

仕掛品 1,234 1,348

原材料及び貯蔵品 2,186 2,977

その他 2,039 1,841

貸倒引当金 △70 △149

流動資産合計 43,884 55,300

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,266 4,513

機械装置及び運搬具（純額） 4,516 5,698

土地 2,131 2,141

その他（純額） 853 423

有形固定資産合計 11,767 12,777

無形固定資産 757 635

投資その他の資産   

投資有価証券 1,758 1,916

出資金 273 273

その他 1,417 1,986

貸倒引当金 △388 △394

投資その他の資産合計 3,061 3,782

固定資産合計 15,587 17,195

資産合計 59,471 72,496
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 17,451 29,619

短期借入金 12,496 8,514

未払法人税等 574 581

その他 2,953 3,105

流動負債合計 33,475 41,821

固定負債   

長期借入金 4,157 6,016

退職給付引当金 83 96

その他 1,629 1,994

固定負債合計 5,869 8,106

負債合計 39,344 49,928

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,144 2,144

資本剰余金 1,853 1,853

利益剰余金 21,416 23,379

自己株式 △677 △677

株主資本合計 24,735 26,699

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 328 391

繰延ヘッジ損益 4 7

為替換算調整勘定 △5,368 △5,124

その他の包括利益累計額合計 △5,035 △4,726

少数株主持分 426 594

純資産合計 20,126 22,567

負債純資産合計 59,471 72,496
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 135,745 139,922

売上原価 127,497 131,259

売上総利益 8,248 8,662

販売費及び一般管理費 4,579 4,921

営業利益 3,669 3,741

営業外収益   

受取利息 23 27

受取配当金 57 14

負ののれん償却額 28 28

不動産賃貸料 54 52

持分法による投資利益 122 112

その他 286 235

営業外収益合計 572 471

営業外費用   

支払利息 148 158

為替差損 32 100

その他 30 73

営業外費用合計 211 332

経常利益 4,029 3,879

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

固定資産売却益 5 12

受取保険金 － 205

特別利益合計 6 217

特別損失   

貸倒引当金繰入額 9 －

投資有価証券評価損 49 －

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 0 4

特別損失合計 61 4

税金等調整前四半期純利益 3,974 4,092

法人税、住民税及び事業税 1,203 1,252

法人税等調整額 83 142

法人税等合計 1,287 1,395

少数株主損益調整前四半期純利益 2,687 2,696

少数株主利益 91 72

四半期純利益 2,595 2,624
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 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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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 2,687 2,696

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △681 62

繰延ヘッジ損益 △14 3

為替換算調整勘定 △1,274 223

持分法適用会社に対する持分相当額 △36 26

その他の包括利益合計 △2,006 315

四半期包括利益 680 3,012

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 614 2,933

少数株主に係る四半期包括利益 66 79
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(3) 継続企業の前提に関する注記   

  該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自  平成23年１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および利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

電子 
(日本) 

電子 
(アジア)

電子 
(欧州) 

電子 
(米州) 

計 

その他 
(注) 

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 23,726 92,144 4,108 7,940 127,918 7,820 135,739

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

13,967 5,984 367 2,733 23,052 1,594 24,646

計 37,693 98,128 4,475 10,673 150,971 9,414 160,385

セグメント利益 
又は損失（△） 

989 3,540 △107 403 4,825 50 4,876

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれないセグメントであり、主要な製品および商品はワイヤーハ

ーネス部材、オートバイ用部材、設備機械および印刷インキ等であります。 

 

２ 報告セグメントの売上高、利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額お

よび当該差額の主な内容 (差異調整に関する事項) 

（単位：百万円） 

売 上 高 金   額 

報告セグメント計 150,971

「その他」の区分の売上高 9,414

セグメント間取引消去等 △24,639

四半期連結損益計算書の売上高 135,745

 
（単位：百万円） 

利   益 金   額 

報告セグメント計 4,825

「その他」の区分の利益 50

セグメント間取引消去 55

全社費用等(注) △1,262

四半期連結損益計算書の営業利益 3,669

(注) 全社費用等の主なものは、報告セグメントに帰属しない親会社の総務部、経理部等管理部門および国内子会

社に係る費用であります。 
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成24年１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および利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

電子 
(日本) 

電子 
(アジア)

電子 
(欧州) 

電子 
(米州) 

計 

その他 
(注) 

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 27,174 91,249 3,638 7,952 130,015 9,898 139,913

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

15,227 6,669 367 3,398 25,661 936 26,597

計 42,402 97,918 4,005 11,350 155,676 10,834 166,511

セグメント利益 
又は損失（△） 

1,268 3,162 △152 544 4,822 57 4,879

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれないセグメントであり、主要な製品および商品はワイヤーハ

ーネス部材、オートバイ用部材、設備機械および印刷インキ等であります。 

 

２ 報告セグメントの売上高、利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額お

よび当該差額の主な内容 (差異調整に関する事項) 

（単位：百万円） 

売 上 高 金   額 

報告セグメント計 155,676

「その他」の区分の売上高 10,834

セグメント間取引消去等   △26,588

四半期連結損益計算書の売上高 139,922

 
（単位：百万円） 

利   益 金   額 

報告セグメント計 4,822

「その他」の区分の利益 57

セグメント間取引消去 32

全社費用等(注) △1,170

四半期連結損益計算書の営業利益 3,741

(注) 全社費用等の主なものは、報告セグメントに帰属しない親会社の総務部、経理部等管理部門および国内子会

社に係る費用であります。 

 
３ 報告セグメントの変更等に関する事項 

①前第４四半期連結会計期間より、シークスエレクトロニクス株式会社の所属セグメントを「電子

(日本)」から「全社(共通)」に変更しております。なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント

情報は、当該変更後の区分により作成したものを開示しております。 

②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に記載のとおり、法人税法の改正

にともない、第２四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降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もとづく減価償却の方法に変更しております。 

 当該変更による当第３四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であり

ます。 
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(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 
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