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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6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12月期第2四半期 98,523 8.4 2,205 △14.9 2,287 △14.5 1,368 △27.6
24年12月期第2四半期 90,871 1.8 2,591 △1.1 2,676 △8.7 1,889 1.6

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 4,699百万円 （99.5％） 24年12月期第2四半期 2,355百万円 （55.5％）

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2四半期 58.00 ―
24年12月期第2四半期 80.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 82,532 29,775 35.8
24年12月期 74,703 25,453 33.8
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  29,583百万円 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 ― 16.00
25年12月期（予想） ― 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、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 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2Q 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2Q 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2Q 23,599,569 株 24年12月期2Q 23,599,569 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２四半期連結累計期間の経済環境を顧みますと、米国では、失業率が低下し個人消費が拡大

する等、景気は引き続き緩やかに回復しました。欧州では、ユーロ圏での景気が下げ止まりの兆し

をみせたものの、失業率が依然として上昇する等、全体としては弱い動きとなりました。一方アジ

ア地域では、中国においては経済成長が鈍化し、新興国においては個人消費は活発化しているもの

の輸出が低調に推移し、景気に若干の足踏み感が見られました。日本経済は、新政権による各種政

策への期待感や円安による輸出の増加等から、景気が着実に持ち直しました。 

 このような状況下、当社の当第２四半期連結累計期間の売上高は985億２千３百万円となり、前年

同期に比べて76億５千２百万円の増加 (8.4％増) となりました。利益面では、営業利益は22億５百

万円と前年同期に比べて３億８千６百万円の減少 (14.9％減) となり、経常利益は22億８千７百万

円と前年同期に比べて３億８千９百万円の減少 (14.5％減) となりました。四半期純利益は13億６

千８百万円となり、前年同期に比べて５億２千万円の減少 (27.6％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278億３千６百万円と前年同期に比べて２億７千５百万円の増加 (1.0 

％増) となりました。利益面でも、売上高の増加や円安が寄与したこと等により、セグメント利

益は９億２千６百万円と前年同期に比べて１億３千１百万円の増加 (16.6％増) となりました。 

②電子(アジア) 

 車載関連機器用部材、情報機器の出荷が増加したことや、円安の影響等により、売上高は736億

８千１百万円と前年同期に比べて110億５千６百万円の増加 (17.7％増) となりました。利益面で

は、販売子会社の業績は前年同期を大幅に上回りましたが、製造子会社においては、タイ工場に

おける家電機器の出荷が在庫調整による影響を受け減少したことや、インドネシア (ジャワ) 工

場、上海工場など比較的新しい製造子会社の業績改善が計画を下回ったことなどから、セグメン

ト利益は20億１千万円と前年同期に比べて１億７千万円の減少 (7.8％減) となりました。 

③電子(欧州) 

 販売子会社において、新規プロジェクトの家電関連機器の出荷が本格化したことや円安の影響

により、当セグメントの売上高は42億３百万円と前年同期に比べて13億７千３百万円増加 (48.5 

％増) となりました。しかし利益面では、車載関連ビジネスが欧州景気低迷により低調に推移し

たことや、製造子会社において一部新規プロジェクトの立ち上げ遅れが影響したこと等により、

１億２千４百万円のセグメント損失 (前年同期は９千万円のセグメント損失) となりました。 

④電子(米州) 

 車載関連機器用部材の出荷が堅調に推移しましたが、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ため、売上高は57億５百万円と前年同期に比べて20億５千４百万円の減少  

(26.5％減) となり、セグメント利益は１億２千９百万円と前年同期に比べて２億２千８百万円の

減少 (63.8％減) となりました。なお、売却した連結子会社の前年業績を除外した場合、当セグ

メントの業績は対前年比増収増益となっております。 
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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78億２千９百万円増加し、825億３千２百万円となりました。

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35億６百万円増加し、527億５千６百万

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43億２千２百万円増加し、297億７千５百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は33.8％から35.8％に増加いたしました。 

 
(キャッシュ・フローの状況) 

 営業活動の結果、増加した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、15億３千４百万円

となりました。これは主に、仕入債務の減少額33億６千１百万円、たな卸資産の増加額10億１千６

百万円の資金減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益が22億９千８百万円となったことと、売

上債権の減少額28億２千３百万円および減価償却費14億３千９百万円の資金増加要因によるもので

す。 

 投資活動の結果、減少した資金は、20億２百万円となりました。これは主に、関係会社株式の取

得による支出10億９千６百万円、有形固定資産の取得による支出６億９千７百万円によるもので

す。 

 財務活動の結果、減少した資金は、８億円となりました。これは主に、長期借入れによる収入15

億８千３百万円に対し、短期借入金の純減少額13億３千万円、長期借入金の返済による支出６億３

千３百万円によるものです。 

 これらの結果、当第２四半期末における連結ベースの資金は、57億３千７百万円となり、前連結

会計年度末と比べ５億２千６百万円の減少（8.4％減）となりました。 

 
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期の連結業績は予想を下回ったものの、新規プロジェクトの本格化が見込まれること

や、為替の影響等を考慮した結果、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月期の通期業績予想を据え置くことといたします。 

 なお、通期業績予想における為替レートにつきましては、米ドルについては95円 (当初の想定レ

ートは85円) を前提としております。 

 

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 

 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２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,282 5,758

受取手形及び売掛金 32,353 35,122

商品及び製品 11,600 13,896

仕掛品 810 1,052

原材料及び貯蔵品 2,998 3,472

その他 1,938 2,279

貸倒引当金 △43 △66

流動資産合計 55,941 61,514

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,767 5,356

機械装置及び運搬具（純額） 6,246 6,275

土地 2,204 2,293

その他（純額） 616 610

有形固定資産合計 13,834 14,537

無形固定資産 638 595

投資その他の資産   

投資有価証券 2,223 3,147

出資金 280 289

その他 2,356 3,069

貸倒引当金 △572 △621

投資その他の資産合計 4,288 5,885

固定資産合計 18,761 21,017

資産合計 74,703 82,532
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,015 29,186

短期借入金 10,285 10,038

未払法人税等 655 626

その他 3,123 3,826

流動負債合計 41,079 43,678

固定負債   

長期借入金 5,833 6,584

退職給付引当金 109 145

その他 2,226 2,348

固定負債合計 8,169 9,078

負債合計 49,249 52,756

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 24,823

自己株式 △677 △677

株主資本合計 27,151 28,142

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 457 337

繰延ヘッジ損益 △9 △2

為替換算調整勘定 △2,322 1,106

その他の包括利益累計額合計 △1,874 1,441

少数株主持分 175 192

純資産合計 25,453 29,775

負債純資産合計 74,703 82,532
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 90,871 98,523

売上原価 85,063 92,643

売上総利益 5,807 5,879

販売費及び一般管理費 3,216 3,673

営業利益 2,591 2,205

営業外収益   

受取利息 21 20

受取配当金 9 10

負ののれん償却額 19 －

不動産賃貸料 34 43

持分法による投資利益 80 －

為替差益 － 10

物品売却収入 46 57

その他 97 143

営業外収益合計 308 284

営業外費用   

支払利息 111 104

持分法による投資損失 － 57

為替差損 48 －

その他 63 41

営業外費用合計 224 203

経常利益 2,676 2,287

特別利益   

固定資産売却益 5 14

受取保険金 206 －

特別利益合計 212 14

特別損失   

固定資産売却損 0 2

固定資産除却損 3 0

特別損失合計 3 3

税金等調整前四半期純利益 2,885 2,298

法人税、住民税及び事業税 856 767

法人税等調整額 92 172

法人税等合計 948 940

少数株主損益調整前四半期純利益 1,936 1,358

少数株主利益又は少数株主損失（△） 47 △10

四半期純利益 1,889 1,368
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,936 1,358

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29 △120

繰延ヘッジ損益 3 6

為替換算調整勘定 412 3,389

持分法適用会社に対する持分相当額 32 65

その他の包括利益合計 418 3,341

四半期包括利益 2,355 4,699

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,288 4,683

少数株主に係る四半期包括利益 66 16

- 7 -

シークス㈱(7613)　平成25年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



（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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６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 2,885 2,298

減価償却費 1,122 1,439

負ののれん償却額 △19 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11 37

受取利息及び受取配当金 △30 △30

支払利息 111 104

為替差損益（△は益） 19 △30

持分法による投資損益（△は益） △80 57

売上債権の増減額（△は増加） △8,780 2,823

たな卸資産の増減額（△は増加） 205 △1,016

未収消費税等の増減額（△は増加） 16 46

仕入債務の増減額（△は減少） 9,537 △3,361

前受金の増減額（△は減少） 391 532

その他 840 △484

小計 6,232 2,417

利息及び配当金の受取額 76 91

利息の支払額 △96 △107

法人税等の支払額 △793 △868

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,419 1,534

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 △1,672 △697

有形固定資産の売却による収入 5 29

無形固定資産の取得による支出 △50 △38

貸付けによる支出 △0 △211

貸付金の回収による収入 1 11

関係会社株式の取得による支出 △23 △1,096

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,740 △2,002

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,970 △1,330

長期借入れによる収入 1,050 1,583

長期借入金の返済による支出 △589 △633

配当金の支払額 △330 △378

少数株主への配当金の支払額 △103 －

その他 392 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,551 △800

現金及び現金同等物に係る換算差額 139 742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,267 △526

現金及び現金同等物の期首残高 4,450 6,263

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,718 5,737
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(4) 継続企業の前提に関する注記   

  該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報等 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間 (自  平成24年１月１日  至  平成24年６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 17,682 58,142 2,568 5,564 83,957 6,910 90,868

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

9,878 4,483 261 2,194 16,817 706 17,524

計 27,560 62,625 2,829 7,759 100,775 7,617 108,393

セグメント利益 
又は損失 (△) 

794 2,180 △90 358 3,243 41 3,284

(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 100,775

「その他」の区分の売上高 7,617

セグメント間取引消去等   △17,521

四半期連結損益計算書の売上高 90,871

 
（単位：百万円） 

利   益 金   額 

報告セグメント計 3,243

「その他」の区分の利益 41

セグメント間取引消去 41

全社費用等(注) △733

四半期連結損益計算書の営業利益 2,591

(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２四半期連結累計期間 (自  平成25年１月１日  至  平成25年６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 16,747 68,121 3,705 2,854 91,428 7,082 98,511

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

11,089 5,560 497 2,850 19,998 69 20,068

計 27,836 73,681 4,203 5,705 111,426 7,152 118,579

セグメント利益 
又は損失 (△) 

926 2,010 △124 129 2,941 18 2,960

(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 111,426

「その他」の区分の売上高 7,152

セグメント間取引消去等   △20,056

四半期連結損益計算書の売上高 98,523

 
（単位：百万円） 

利   益 金   額 

報告セグメント計 2,941

「その他」の区分の利益 18

セグメント間取引消去 34

全社費用等(注) △789

四半期連結損益計算書の営業利益 2,205

(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。 

 

(6) 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。 

 

(7) 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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