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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 67,114 1.6 △282 ― △1,130 ― △1,890 ―

22年3月期第3四半期 66,028 △27.4 △798 ― △1,540 ― △2,262 ―

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3四半期 △32.18 ―

22年3月期第3四半期 △38.51 ―

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3四半期 114,935 63,020 51.2 1,001.70
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3四半期  58,845百万円 22年3月期  62,847百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

平成23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

22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年3月期 ― 0.00 ―

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 91,000 1.0 300 ― △600 ― △1,700 ― △28.94



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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） 

※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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、
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 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  4,314,578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3Q 58,745,888株 22年3月期3Q 58,747,069株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年４月1日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、引き続

き中国や新興国の高成長に牽引された分野では景気回復が見られたものの、国内では長引くデフレの影

響や、依然として厳しい雇用情勢、長引く円高など、取り巻く経済環境は引き続き先行き不透明な状況

が続いております。 

 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、海外生産シ

フトの強化と、経営目標の達成に向けた売上の増加、利益確保に注力してまいりました。 

 販売面では、自動車関連機器はエコカー補助金終了にともなう駆け込み需要により、前年同期比

27.5％増加となりました。薄型テレビ関連機器は、国内外の厳しい価格下落が続く状況のもと、利益重

視の観点から選別受注を実施したことにより、前年同期比で40.3％減少となりました。また通信関連機

器は、スマートフォン向けにビルドアップ基板が、当期間後半より大きく売上寄与したものの、期前半

の売上低迷分を挽回するには至らなかった為、前年同期比18.0％の減少となりました。これらの結果、

当第３四半期連結累計期間の売上高は671億14百万円（前年同期比1.6％増）となりました。 

 利益面では、海外生産販売の強化を行い、国内は生産効率を高めつつ、固定費を含めた徹底的なコス

ト削減を進めました結果、営業損失が2億82百万円（前年同期は7億98百万円の営業損失）となりまし

た。また円高の影響により、為替評価損が7億42百万円発生し、経常損失は11億30百万円（前年同期は

15億40百万円の経常損失）、四半期純損失は18億90百万円（前年同期は22億62百万円の四半期純損失）

となりました。 

  

セグメントの概況は、当第３四半期連結累計期間の売上高が、日本国内482億8百万円（前年同期比

0.9％減）、中国地域は108億48百万円（前年同期比3.3％減）、東南アジア地域は56億52百万円（前年

同期比18.4％増）、欧米地域は24億5百万円（前年同期比73.2％増）となりました。 

 営業利益は、日本国内は15億88百万円の営業利益（前年同期比30.7％増）、中国地域は2億29百万円

の営業利益（前年同期比14.3％減）、東南アジア地域は17億4百万円の営業損失（前年同期は19億96百

万円の営業損失）、欧米地域は72百万円の営業利益（前年同期比3,141.9％増）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

日本シイエムケイ㈱　（6958）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

－2－



  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.6％減少し、602億86百万円となりました。これは、主に現金

及び預金が18億36百万円、受取手形及び売掛金が30億47百万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7.2％減少し、546億30百万円となりました。これは、主に有形

固定資産が41億47百万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7.4％減少し、1,149億35百万円となりました。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.1％減少し、275億60百万円となりました。これは、主に支

払手形及び買掛金が31億49百万円、短期借入金が18億84百万円それぞれ減少したことなどによるものであ

ります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.8％減少し、243億53百万円となりました。これは、主に長期

借入金が36億44百万円減少したことなどによるものであります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.7％減少し、519億14百万円となりました。  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、630億20百万円となりました。これは、主に利

益剰余金が25億84百万円、為替換算調整勘定が12億44百万円それぞれ減少したことなどによるものであり

ます。 

当第３四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18億36百万円減少し、218億1百万円となりました。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

 当第３四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37億40百万円となりました。これは、

主に減価償却費47億76百万円の計上、売上債権の減少16億41百万円などによる資金の増加、税金等調整前

四半期純損失16億85百万円の計上、仕入債務の減少17億44百万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３四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10億5百万円となりました。これは、

主に有形固定資産の取得による支出15億89百万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３四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38億24百万円となりました。これは、

主に借入金の返済による支出57億75百万円などによる資金の減少、セール・アンド・リースバックによる

収入31億97百万円などによる資金の増加によるものであります。 

  

当社グループを取り巻く事業環境は依然として先行き不透明で予断を許さない状況でありますが、引

き続き受注活動の積極展開と、原価低減活動や事業構造改革に取り組むことによって、収益構造を着実

に改善していく所存です。 

 なお、通期の連結業績予想につきましては、平成22年10月29日に公表しました業績予想から変更して

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３四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３四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３四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 

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 

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

 (特有の会計処理)

 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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 21,819 23,655

受取手形及び売掛金 27,847 30,894

有価証券 40 47

商品及び製品 3,766 3,948

仕掛品 3,421 3,931

原材料及び貯蔵品 1,818 1,733

その他 1,583 1,070

貸倒引当金 △9 △14

流動資産合計 60,286 65,267

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 19,130 20,467

機械装置及び運搬具（純額） 16,230 19,223

土地 10,341 10,328

建設仮勘定 430 111

その他（純額） 651 800

有形固定資産合計 46,785 50,932

無形固定資産

のれん 716 716

その他 360 414

無形固定資産合計 1,076 1,131

投資その他の資産

投資有価証券 3,778 3,602

その他 3,023 3,243

貸倒引当金 △33 △63

投資その他の資産合計 6,768 6,782

固定資産合計 54,630 58,846

繰延資産

社債発行費 18 25

繰延資産合計 18 25

資産合計 114,935 124,140
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 11,855 15,005

短期借入金 6,871 8,756

未払法人税等 220 384

賞与引当金 703 722

役員賞与引当金 60 －

受注損失引当金 242 247

事業構造再編費用引当金 403 414

その他 7,204 7,317

流動負債合計 27,560 32,849

固定負債

社債 5,500 5,500

長期借入金 15,362 19,006

退職給付引当金 281 366

役員退職慰労引当金 175 163

その他 3,035 268

固定負債合計 24,353 25,304

負債合計 51,914 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 20,366 22,950

自己株式 △3,502 △3,502

株主資本合計 61,233 63,818

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 196 370

繰延ヘッジ損益 2 0

為替換算調整勘定 △2,587 △1,342

評価・換算差額等合計 △2,388 △971

少数株主持分 4,175 3,139

純資産合計 63,020 65,986

負債純資産合計 114,935 124,140
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 66,028 67,114

売上原価 60,526 61,436

売上総利益 5,501 5,678

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 2,086 1,844

役員退職慰労引当金繰入額 18 18

賞与引当金繰入額 11 33

退職給付引当金繰入額 54 30

役員賞与引当金繰入額 60 60

貸倒引当金繰入額 9 －

その他 4,058 3,972

販売費及び一般管理費合計 6,299 5,960

営業損失（△） △798 △282

営業外収益

受取利息 27 25

受取配当金 65 64

有価証券売却益 0 －

その他 653 711

営業外収益合計 747 801

営業外費用

支払利息 679 658

持分法による投資損失 301 －

為替差損 － 742

その他 508 248

営業外費用合計 1,490 1,649

経常損失（△） △1,540 △1,130
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

特別利益

固定資産売却益 22 60

役員退職慰労引当金戻入額 76 3

受取保険金 66 －

その他 0 17

特別利益合計 165 81

特別損失

固定資産売却損 12 10

固定資産除却損 10 79

減損損失 25 3

事業撤退損 109 －

事業構造再編費用 － 127

損害賠償金 － 400

その他 － 14

特別損失合計 157 635

税金等調整前四半期純損失（△） △1,533 △1,685

法人税、住民税及び事業税 604 167

法人税等調整額 △11 22

法人税等合計 593 189

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,875

少数株主利益 135 15

四半期純損失（△） △2,262 △1,890
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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（△） △1,533 △1,685

減価償却費 5,672 4,776

受取利息及び受取配当金 △93 △90

支払利息 679 658

為替差損益（△は益） △40 604

持分法による投資損益（△は益） 301 －

固定資産売却損益（△は益） △10 △50

固定資産除却損 9 69

減損損失 25 3

事業構造再編費用 － 127

売上債権の増減額（△は増加） △9,155 1,641

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,741 399

仕入債務の増減額（△は減少） 4,678 △1,744

賞与引当金の増減額（△は減少） △128 △18

その他 753 △100

小計 △581 4,592

利息及び配当金の受取額 92 89

利息の支払額 △569 △576

法人税等の支払額 △110 △364

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,168 3,740

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 3 －

有形固定資産の取得による支出 △2,768 △1,589

有形固定資産の売却による収入 152 239

無形固定資産の取得による支出 △4 △16

投資有価証券の取得による支出 △6 △184

投資有価証券の売却による収入 － 39

関係会社株式の売却による収入 415 －

その他 87 506

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,120 △1,005
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31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 892 －

短期借入金の返済による支出 △1,402 △2,028

長期借入れによる収入 1,068 －

長期借入金の返済による支出 △4,807 △3,746

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △183 △425

セール・アンド・リースバックによる収入 － 3,197

債権売却の増減額（△は減少） 1,063 △640

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 △85 △117

少数株主への配当金の支払額 － △62

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,455 △3,824

現金及び現金同等物に係る換算差額 △66 △717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,811 △1,806

現金及び現金同等物の期首残高 31,038 23,637

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

－ △29

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,227 21,801
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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。 

  

 
(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 

  

 
(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】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

48,647 11,218 4,773 1,388 66,028 ― 66,028

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,045 5,165 2,154 ― 8,365 (8,365) ―

計 49,693 16,383 6,927 1,388 74,393 (8,365) 66,028

営業利益又は営業損失(△) 1,214 267 △1,996 2 △511 (286) △798

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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) 13,066 6,575 1,498 1,383 22,524

Ⅱ 連結売上高(百万円) 66,028

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

19.8 9.9 2.3 2.1 34.1
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(追加情報) 

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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△468百万円には、セグメント間取引消去128百万円、全社費用△597

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 報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 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 48,208 10,848 5,652 2,405 67,114 ─ 67,114

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

1,068 6,642 2,401 ─ 10,112 △10,112 ─

 計 49,276 17,491 8,053 2,405 77,227 △10,112 67,114

セグメント利益又は 
損失(△)

1,588 229 △1,704 72 185 △468 △282

(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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