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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

※第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき四半期連結財務諸表を作成しているため、当第２四半期の対前年同四半期増減率は記載し
ておりません。  

(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 ％

21年3月期第2四半期 175,446 ― 40,720 ― 42,816 ― 27,675 ―

20年3月期第2四半期 175,387 3.0 41,819 △12.9 46,385 △9.1 29,027 △12.3

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

21年3月期第2四半期 403.49 ―

20年3月期第2四半期 404.42 ―

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

21年3月期第2四半期 669,484 534,442 79.4 7,748.40
20年3月期 680,490 519,881 76.0 7,536.04

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  531,471百万円 20年3月期  516,908百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

    21年3月期 第２四半期末配当金の内訳 普通配当19円00銭、特別配当41円00銭  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00
21年3月期 ― 60.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 60.00 120.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 320,000 △10.6 66,000 △24.7 67,000 △26.1 43,000 △23.2 626.90

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)
を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2.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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので、リスクや不確実性を含んでおり、実際の
業績は、様々な複合的要素により予想とは大きく異なる可能性があります。 
業績予想に関する事項については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的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） 21年3月期第2四半期  71,869,359株 20年3月期  71,869,359株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,278,304株 20年3月期  3,277,864株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  68,591,364株 20年3月期第2四半期  71,774,465株
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(注) 文中の前年同期比増減率(%)は、参考として記載しております。
  
当第２四半期累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)は、米国に端を発した金融危機が全世界に瞬く間に波及して金融市

場を混乱に巻き込んだ結果、世界的不況の様相を呈するに至りました。 

このような状況の下で当社グループは、拡販活動の活発化、在外子会社との連携強化などの営業施策とともに、製品群の拡充、国

内外における生産体制の整備などに引き続き取り組んできました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の連結経営成績は、売上高は175,446百万円(前年同期比0.0%増)、営業利益は40,720百万円

(同2.6%減)、経常利益は42,816百万円(同7.7%減)、四半期純利益は27,675百万円(同4.7%減)となりました。 
  

(所在地別セグメントの概況) 

(ア) 日 本 

ＦＰＤ(フラットパネルディスプレイ)関連向け及び自動車産業関連向けは堅調に推移したものの、半導体関連、工作機械関
連、電機関連向けなどで需要が低迷したことなどから、売上高は127,542百万円(同1.5%減)、営業利益は28,756百万円(同3.9%減)
となりました。 

(イ) 北米地域  

米国における半導体関連などＩＴ分野の需要の大幅な不振に加えて、対ＵＳドルでの円高に伴う為替換算上の減少により、売
上高は23,636百万円(同4.0%減)となりましたが、新規連結会社の利益貢献により営業利益は1,265百万円(同13.9%増)となりまし
た。 

(ウ) 欧州地域 

電気機械や食品機械関連向けの需要が低迷し、ドイツ、英国、イタリア、フランスなどの主要連結子会社の第２四半期連結会
計期間での販売が不振ではあったものの、総じて自動車関連向け販売が主要国で堅調に推移したこと及び為替変動の影響は軽微で
あったことなどにより、売上高は32,719百万円(同2.7%増)となりましたが、販売経費の増加が増収幅を上回ったことから、営業利
益は2,060百万円(同24.2%減)となりました。 

(エ) アジア地域 

半導体関連及びデジタル家電関連需要の減退を背景として、台湾などで販売不振となったことに加えて、円高に伴う為替換算
上の減少に見舞われたものの、韓国における液晶ディスプレイ関連産業向け、中国及びインドにおける自動車関連産業の設備投資
による需要の増加などにより、売上高は49,837百万円(同5.9%増)、営業利益は10,679百万円(同2.4%増)となりました。 

(オ) その他地域 

その他の地域においては、当連結会計年度よりSMCブラジルを新たに連結対象としたことなどから、売上高は6,295百万円(同
41.7%増)となり、営業利益は877百万円(同7.4%増)となりました。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11,005百万円減少して669,484百万円となりました。主な要因
は、受取手形及び売掛金の減少7,659百万円及び投資信託等の時価評価額の減少に伴う投資有価証券の減少であります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ25,566百万円減少して135,042百万円となりました。主な要因は、返済による短期借入金の

減少25,689百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ14,560百万円増加して534,442百万円となりました。これは、円高により為替換算調整勘定が

9,123百万円減少したものの、四半期純利益27,675百万円(累計)により利益剰余金が23,943百万円増加したことによるものでありま

す。 

自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて3.4ポイント上昇して79.4%となりました。 
  
(2) キャッシュ・フローの状況 
  
当第２四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、前連結会計年度末比6,075百万円(4.4%)

減少して130,512百万円となりました。 

(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り得られた資金は、30,402百万円となりました。 
これは、税金等調整前四半期純利益41,634百万円、減価償却費6,717百万円、売上債権の減少額6,330百万円、たな卸資産の増

加額8,283百万円、法人税等の支払額15,695百万円など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り使用した資金は、7,966百万円となりました。 
これは、主として、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出10,297百万円、保険積立金の積立による支出6,886百万円、

定期預金の預入による支出4,540百万円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り使用した資金は、24,182百万円となりました。 
これは、主として、返済による短期借入金の純減20,932百万円、配当金の支払額4,114百万円によるものであります。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産等の状況
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今後の見通しにつきましては、世界的な金融不安の増大、為替相場の急速な変動などによる世界経済の停滞等が懸念され、当社を

取り巻く環境もより厳しさを増すものと予想されます。 
このような状況を踏まえ、当通期の業績予想を以下のとおり修正いたします。 
なお、当下半期の想定為替レートは１US$＝95円、１EUR＝125円、平成21年３月期通期の想定為替レートは１US$＝100円50銭、１

EUR＝144円であります。 
(単位：百万円) 

 
なお、上記業績予想につきましては、現時点で当社が入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因に

より予想値と異なる場合があります。 

  
  

該当事項はありません。 
  

[簡便な会計処理の適用] 
該当事項はありません。 
  

[四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用] 

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金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調

整額は、法人税等に含めて表示しております。 
  

  ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸

表を作成しております。 

  ②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用したことに伴い、主として総平均法による原価

法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  ③リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 (平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸

表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に

準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  ④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18

号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年3月期 平成21年3月期 平成21年3月期

通  期 通  期 通  期 増 減 額 (増 減 率)

(実 績) 前回(5/14)発表予想 今回修正予想

売  上  高 357,919 350,000 320,000 △30,000 ( △8.6%)

営 業 利 益 87,645 80,000 66,000 △14,000 (△17.5%)

経 常 利 益 90,688 85,000 67,000 △18,000 (△21.2%)

当 期 純 利 益 55,985 53,000 43,000 △10,000 (△18.9%)

4. その他
(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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
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5. 【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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 159,893 167,725 

受取手形及び売掛金 82,972 90,632 

有価証券 847 849 

たな卸資産 140,737 131,883 

その他 21,348 20,074 

貸倒引当金 △1,035 △1,323 

流動資産合計 404,764 409,841 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 48,038 46,593 

機械装置及び運搬具（純額） 23,199 24,063 

土地 20,911 18,491 

その他（純額） 12,732 10,883 

有形固定資産合計 104,882 100,031 

無形固定資産 9,262 7,507 

投資その他の資産 

投資有価証券 42,885 54,949 

保険積立金 91,475 94,385 

その他 17,319 14,455 

貸倒引当金 △1,104 △679 

投資その他の資産合計 150,576 163,110 

固定資産合計 264,720 270,649 

資産合計 669,484 680,490 

― 4 ―

SMC㈱(6273)平成21年３月期　第２四半期決算短信

　



  
（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 45,935 46,080 

短期借入金 2,545 28,235 

未払法人税等 15,600 17,514 

引当金 794 － 

その他 24,523 29,371 

流動負債合計 89,399 121,200 

固定負債 

社債 5,000 5,100 

長期借入金 9,039 2,980 

退職給付引当金 22,824 22,554 

役員退職慰労引当金 706 691 

その他 8,072 8,081 

固定負債合計 45,642 39,408 

負債合計 135,042 160,608 

純資産の部 

株主資本 

資本金 61,005 61,005 

資本剰余金 72,677 72,677 

利益剰余金 439,512 415,569 

自己株式 △43,171 △43,167 

株主資本合計 530,024 506,085 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,054 4,308 

為替換算調整勘定 △2,608 6,515 

評価・換算差額等合計 1,446 10,823 

少数株主持分 2,971 2,973 

純資産合計 534,442 519,881 

負債純資産合計 669,484 680,490 
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(2) 【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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 175,446 

売上原価 91,529 

売上総利益 83,917 

販売費及び一般管理費 43,196 

営業利益 40,720 

営業外収益 

受取利息 2,414 

その他 1,114 

営業外収益合計 3,528 

営業外費用 

支払利息 230 

売上割引 148 

為替差損 560 

その他 493 

営業外費用合計 1,432 

経常利益 42,816 

特別利益 

固定資産売却益 39 

その他 25 

特別利益合計 64 

特別損失 

固定資産除却損 69 

投資有価証券評価損 887 

貸倒引当金繰入額 194 

その他 95 

特別損失合計 1,246 

税金等調整前四半期純利益 41,634 

法人税等 13,855 

少数株主利益 102 

四半期純利益 27,675 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20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 41,634 

減価償却費 6,717 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 111 

受取利息及び受取配当金 △2,732 

支払利息 230 

為替差損益（△は益） 30 

売上債権の増減額（△は増加） 6,330 

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,283 

仕入債務の増減額（△は減少） 641 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 339 

投資有価証券売却損益（△は益） 19 

投資有価証券評価損益（△は益） 887 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △572 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,358 

その他 592 

小計 43,605 

利息及び配当金の受取額 2,742 

利息の支払額 △248 

法人税等の支払額 △15,695 

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,402 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △0 

有形固定資産の取得による支出 △10,297 

投資有価証券の取得による支出 △453 

投資有価証券の売却による収入 1,026 

定期預金の預入による支出 △4,540 

定期預金の払戻による収入 6,153 

貸付けによる支出 △213 

貸付金の回収による収入 209 

保険積立金の積立による支出 △6,886 

保険積立金の払戻による収入 9,797 

その他 △2,759 

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,966 

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） △20,932 

長期借入れによる収入 7,355 

長期借入金の返済による支出 △6,045 

社債の償還による支出 △425 

配当金の支払額 △4,114 

その他 △21 

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,182 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,613 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,359 

現金及び現金同等物の期首残高 136,588 

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） 1,283 

現金及び現金同等物の四半期末残高 130,512 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

[事業の種類別セグメント情報］ 

[事業の種類別セグメント情報]は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「自動制
御機器事業」の割合が、いずれも90％を超えているため記載を省略しております。 

  

[所在地別セグメント情報］ 

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び経済活動の類似性によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) 北米………アメリカ、カナダ、メキシコ 

  (2) 欧州………ドイツ、イタリア、イギリス 

  (3) アジア……韓国、中国、香港、台湾 

  

[海外売上高］ 

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び経済活動の類似性によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

   (1) 北米………アメリカ、カナダ、メキシコ 

   (2) 欧州………ドイツ、イタリア、イギリス 

  (3) アジア……韓国、中国、香港、台湾 

３ 海外売上高は、当社グループの本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(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 79,765 23,369 32,169 34,017 6,125 175,446 ― 175,446

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

47,776 266 550 15,819 170 64,584 (64,584) ―

計 127,542 23,636 32,719 49,837 6,295 240,031 (64,584) 175,446

営  業  利  益 28,756 1,265 2,060 10,679 877 43,639 (2,918) 40,720

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 22,302 33,890 36,317 6,514 99,024

Ⅱ 連結売上高（百万円） 175,446

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

12.7 19.3 20.7 3.7 56.4

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

（1）中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ売上高 175,387

Ⅱ売上原価 92,079

 売上総利益 83,307

Ⅲ販売費及び一般管理費 41,488

 営業利益 41,819

Ⅳ営業外収益

  受取利息 2,970

   為替差益 742

   その他 1,233

  営業外収益計 4,947

Ⅴ営業外費用

  支払利息 126

   売上割引 185

   その他 69

  営業外費用計 381

  経常利益 46,385

Ⅵ特別利益

  固定資産売却益 10

  投資有価証券売却益 145

  その他 199

  特別利益計 355

Ⅶ特別損失

  固定資産売却・除却損 174

  投資有価証券評価損 52

  その他 81

  特別損失計 308

 税金等調整前中間純利益 46,432

 法人税、住民税及び事業税 17,399

 過年度法人税等 1,350

 法人税等調整額 △1,436

 少数株主利益 91

 中間純利益 29,027
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（2）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  1.税金等調整前中間純利益 46,432

  2.減価償却費 6,474

  3.持分法による投資損失・利益(△) △57

  4.退職給付引当金の増加額・減少額(△) △25

  5.役員退職慰労引当金の増加額・減少額(△) △31

  6.貸倒引当金の増加額・減少額(△) △96

  7.役員賞与引当金の増加額・減少額(△) △400

  8.受取利息及び配当金 △3,334

  9.支払利息 126

  10.為替差損・差益(△) △137

  11.投資有価証券売却益 △145

  12.売上債権の増加額(△)・減少額 1,302

  13.たな卸資産の増加額(△)・減少額 △743

  14.仕入債務の増加額・減少額(△) △1,992

  15.その他の流動資産の増加額(△)・減少額 △1,339

  16.その他の流動負債の増加額・減少額(△) △2,406

  17.その他 399

         小計 44,023

  18.利息及び配当金の受取額 3,460

  19.利息の支払額 △120

  20.法人税等の支払額 △18,947

  21.その他 157

    営業活動によるキャッシュ・フロー 28,573

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  1.定期預金預入による支出 △1,235

  2.定期預金払出による収入 2,981

  3.有価証券売却による収入 2,040

  4.投資有価証券取得による支出 △12,903

  5.投資有価証券売却による収入 6,499

  6.有形固定資産取得による支出 △11,196

  7.貸付金回収による収入 22

  8.貸付金貸付による支出 △13

  9.保険積立金積立による支出 △4,679

  10.保険積立金払戻による収入 1,300

  11.その他 758

    投資活動によるキャッシュ・フロー △16,424

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  1.短期借入金の純増加額・純減少額(△) 132

  2.長期借入金借入による収入 2,100

  3.長期借入金返済による支出 △1,742

  4.社債償還による支出 △25

  5.自己株式取得による支出 △8,301

  6.配当金の支払額 △4,308

  7.その他 △15

    財務活動によるキャッシュ・フロー △12,160

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,043

Ⅴ 現金及び現金現金同等物の増加額・減少額（△） 1,031

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 144,714

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 191

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 145,937
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（3）セグメント情報 

  [所在地別セグメント情報］ 

  前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
  

  [海外売上高］ 

 前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
  

  

  

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(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 81,534 24,279 31,496 33,685 4,391 175,387 ― 175,387

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

47,897 334 354 13,390 50 62,028 (62,028) ―

計 129,431 24,614 31,851 47,076 4,442 237,415 (62,028) 175,387

営  業  利  益 29,932 1,110 2,718 10,424 817 45,003 (3,184) 41,819

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 24,177 32,720 34,577 5,425 96,901

Ⅱ 連結売上高（百万円） 175,387

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

13.8 18.7 19.7 3.1 55.3
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[ＳＭＣ株式会社　資料]

1. 業績予想
(単位 : 百万円)

売  　上  　高
営  業  利  益
経  常  利  益

四半期(当期)純利益
　1 株 当 た り

四半期(当期)純利益

2. 設備投資額、減価償却額及び研究開発費
(単位 : 百万円)

金　　額 前年同期比 金　　額 前期比

設 備 投 資 額 8,915 △20.8% 20,000 16%

減価償却費(有形) 6,302 7.4% 13,400 5%

研 究 開 発 費 8,425 △0.8% 16,500 △1%

3. 社員(期末)及び臨時従業員（期中平均）数
(単位 : 人)

社　　　員　

臨 時 従 業 員

4. 主要通貨の実績為替レート及び想定為替レート

平成21年3月期
想定レート

U  S  $ 100円50銭

E  U  R 144円00銭

以　上

59

※上記記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

平成20年9月期（実績）

595

平均レート

106円12銭

162円80銭

平成20年9月期(実績)

平成20年9月期（実績）

15,351

4,900

平成20年9月期
(実　　績)

期末日レート

103円63銭

149円06銭

43,000

626円90銭

175,446
40,720
42,816
27,675

(連結）平成20年9月期実績及び平成21年3月期予想に関する資料

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因に よって 予想数
値と異なる場合があります。

平成21年3月期(予想)

前期末比増減数

403円49銭

320,000

平成21年3月期
(通 期 予 想)

66,000
67,000




