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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3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 ％

25年12月期第1四半期 48,192 9.9 884 △25.5 824 △30.8 361 △57.5
24年12月期第1四半期 43,850 △6.8 1,187 △24.7 1,192 △34.0 850 △22.0

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 3,129百万円 （27.5％） 24年12月期第1四半期 2,454百万円 （―％）

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12月期第1四半期 15.33 ―
24年12月期第1四半期 36.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 78,684 28,204 35.6
24年12月期 74,703 25,453 33.8
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  28,016百万円 24年12月期  25,277百万円

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

24年12月期 ― 14.00 ― 16.00 30.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 16.00 ― 16.00 32.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 99,530 9.5 2,380 △8.2 2,450 △8.5 1,710 △9.5 72.46
通期 214,000 12.2 5,330 14.7 5,380 8.2 3,850 25.1 163.14



(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  ：  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

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

シークス㈱(7613)　平成25年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



○目  次 

 

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 (注記事項) に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

(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 

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

(4) 追加情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

３．四半期連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

(1) 四半期連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

(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・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

   四半期連結損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

   四半期連結包括利益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

(3) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

(4) セグメント情報等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

(6) 重要な後発事象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

- 1 -

シークス㈱(7613)　平成25年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



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１四半期連結累計期間の経済環境を顧みますと、米国では、内需が堅調に推移し、失業率が

低下する等、景気は緩やかに回復しました。欧州では、ユーロ圏での景気がいったん下げ止まりを

みせたものの、３月に再び悪化したため先行きに対する不安が払拭できない状態が続きました。一

方中国およびアセアン地域では、景気の持ち直しの動きがみられました。日本経済は、昨年度末の

政権交代以降、円高修正、株価上昇が一段と進み、個人消費も持ち直しました。 

 このような状況下、当社の当第１四半期連結累計期間の売上高は481億９千２百万円となり、前年

同期に比べて43億４千１百万円の増加 (9.9％増) となりました。一方利益面では、営業利益は８億

８千４百万円と前年同期に比べて３億２百万円の減少 (25.5％減) となり、経常利益は８億２千４

百万円と前年同期に比べて３億６千７百万円の減少 (30.8％減) となりました。四半期純利益は３

億６千１百万円となり、前年同期に比べて４億８千８百万円の減少 (57.5％減) となりました。 

 

 セグメント別の業績および要因は次のとおりであります。なお、本文中の「セグメント利益」お

よび「セグメント損失」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。 

①電子(日本) 

 当セグメントの売上高は148億９千９百万円と前年同期に比べて１億３千２百万円の減少 (0.

9％減) となりました。しかし利益面では、電子部品の輸出販売で円安が寄与したこと等により、

セグメント利益は４億４千８百万円と前年同期に比べて５千１百万円の増加 (13.1％増) となり

ました。 

②電子(アジア) 

 車載関連機器用部材の出荷が増加したことに加え、円安の影響等により、売上高は348億６千２

百万円と前年同期に比べて64億３千４百万円の増加 (22.6％増) となりましたが、利益面では、

特にタイ、インドネシアにおける急激な労務費上昇に対する生産効率化等による吸収努力が当第

１四半期においては途上にあることに加え、新たな成長市場としてインドネシアおよび中国 (華

東) に設立した製造子会社の採算改善が計画を下回ったこと等により、セグメント利益は８億２

千万円と前年同期に比べて１億４千４百万円の減少 (15.0％減) となりました。 

③電子(欧州) 

 当セグメントの売上高は16億７千３百万円と前年同期に比べて１億８千９百万円増加 (12.8％

増) となりました。しかし利益面では、製造子会社におけるプロジェクト立ち上げの遅れ等によ

り６千２百万円のセグメント損失 (前年同期は３千７百万円のセグメント損失) となりました。 

④電子(米州) 

 産業機器用部材や車載関連機器用部材の出荷が増加しましたが、当セグメントに所属していた

連結子会社を昨年末に売却したことが影響して、売上高は25億６千９百万円と前年同期に比べて 

13億１千万円の減少 (33.8％減) となりました。セグメント利益は５千２百万円と前年同期に比

べて１億４千３百万円の減少 (73.3％減) 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39億８千１百万円増加し、786億８千４百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金、商品及び製品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12億３千万円増加し、504億７千９百万

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27億５千１百万円増加し、282億４百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は33.8％から35.6％に増加いたしました。 

 
(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25年２月15日に公表しております平成25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 (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 

 該当事項はありません。 

 
(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 

 該当事項はありません。 

 
(4) 追加情報 

 該当事項はありません。 
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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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,282 5,913

受取手形及び売掛金 32,353 33,957

商品及び製品 11,600 12,940

仕掛品 810 1,204

原材料及び貯蔵品 2,998 2,811

その他 1,938 2,150

貸倒引当金 △43 △53

流動資産合計 55,941 58,923

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,767 4,999

機械装置及び運搬具（純額） 6,246 6,493

土地 2,204 2,284

その他（純額） 616 715

有形固定資産合計 13,834 14,494

無形固定資産 638 632

投資その他の資産   

投資有価証券 2,223 2,406

出資金 280 286

その他 2,356 2,560

貸倒引当金 △572 △618

投資その他の資産合計 4,288 4,634

固定資産合計 18,761 19,761

資産合計 74,703 78,684
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,015 28,478

短期借入金 10,285 9,114

未払法人税等 655 864

その他 3,123 3,730

流動負債合計 41,079 42,188

固定負債   

長期借入金 5,833 5,845

退職給付引当金 109 130

その他 2,226 2,314

固定負債合計 8,169 8,291

負債合計 49,249 50,479

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 23,832 23,816

自己株式 △677 △677

株主資本合計 27,151 27,135

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 457 529

繰延ヘッジ損益 △9 △0

為替換算調整勘定 △2,322 352

その他の包括利益累計額合計 △1,874 881

少数株主持分 175 187

純資産合計 25,453 28,204

負債純資産合計 74,703 78,684
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 43,850 48,192

売上原価 41,080 45,541

売上総利益 2,770 2,651

販売費及び一般管理費 1,583 1,766

営業利益 1,187 884

営業外収益   

受取利息 2 12

受取配当金 1 0

負ののれん償却額 9 －

不動産賃貸料 17 20

持分法による投資利益 40 －

物品売却収入 21 34

その他 39 98

営業外収益合計 132 167

営業外費用   

支払利息 58 52

持分法による投資損失 － 79

為替差損 26 72

その他 42 23

営業外費用合計 127 227

経常利益 1,192 824

特別利益   

固定資産売却益 5 0

受取保険金 206 －

特別利益合計 211 0

特別損失   

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 1,403 824

法人税、住民税及び事業税 425 360

法人税等調整額 103 106

法人税等合計 529 466

少数株主損益調整前四半期純利益 874 357

少数株主利益又は少数株主損失（△） 24 △3

四半期純利益 850 361
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 874 357

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 85 71

繰延ヘッジ損益 △1 8

為替換算調整勘定 1,452 2,621

持分法適用会社に対する持分相当額 43 68

その他の包括利益合計 1,580 2,771

四半期包括利益 2,454 3,129

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,390 3,117

少数株主に係る四半期包括利益 63 11
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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１四半期連結累計期間 (自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31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 10,227 26,176 1,339 2,831 40,574 3,275 43,849

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,805 2,251 144 1,048 8,249 309 8,558

計 15,032 28,428 1,483 3,880 48,824 3,584 52,408

セグメント利益 
又は損失 (△) 

397 965 △37 195 1,521 15 1,536

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、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 48,824

「その他」の区分の売上高 3,584

セグメント間取引消去等   △8,557

四半期連結損益計算書の売上高 43,850

 
（単位：百万円） 

利   益 金   額 

報告セグメント計 1,521

「その他」の区分の利益 15

セグメント間取引消去 19

全社費用等(注) △368

四半期連結損益計算書の営業利益 1,187

(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

社にかかる費用であります。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間 (自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31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 9,703 32,503 1,505 1,248 44,961 3,226 48,187

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

5,195 2,359 168 1,320 9,044 55 9,100

計 14,899 34,862 1,673 2,569 54,005 3,282 57,287

セグメント利益 
又は損失 (△) 

448 820 △62 52 1,259 7 1,266

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、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 54,005

「その他」の区分の売上高 3,282

セグメント間取引消去等   △9,094

四半期連結損益計算書の売上高 48,192

 
（単位：百万円） 

利   益 金   額 

報告セグメント計 1,259

「その他」の区分の利益 7

セグメント間取引消去 13

全社費用等(注) △395

四半期連結損益計算書の営業利益 884

(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

社にかかる費用であります。 

 

(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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(6) 重要な後発事象 

当社は、平成25年５月８日開催の臨時取締役会において、フィリピンに電子部品実装、機器・部

品の組立加工等を行う製造子会社を設立することを決議いたしました。 

 

① 目的 

近年のフィリピンにおける安定的かつ持続的な経済成長や良好な投資環境を背景に、同国に進出

するエレクトロニクス分野の日系、非日系企業からの受託製造の拡大を図る。 

 

② 設立する子会社の概要 

 商  号：SIIX EMS PHILIPPINES, INC. (仮称) 

 事業内容：電子部品実装および機器・部品の組立加工等 

 代 表 者：落合 繁 

 所 在 地：フィリピン・ラグナ州カランバ市 

 設立時期：平成25年５月 (予定) 

 資 本 金：11百万米ドル 

 当社持株比率：100％ (予定) 

 操業開始時期：平成25年７月 (予定) 
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