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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 283,436 △20.8 49,725 △43.3 48,883 △46.1 25,978 △53.6

20年3月期 357,919 5.4 87,645 △1.5 90,688 △5.5 55,985 △11.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 378.74 ― 5.2 7.6 17.5
20年3月期 791.33 ― 10.7 13.3 24.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  47百万円

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 607,669 489,497 80.2 7,109.09
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  487,612百万円 20年3月期  516,908百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 35,929 △27,381 △6,877 119,907
20年3月期 58,865 △29,964 △30,721 136,588

2.  配当の状況 

(注) １ 21年3月期の期末配当金の内訳 普通配当19円00銭、特別配当41円00銭 
   ２ 22年3月期の配当に関しましては、現時点では未定とさせていただきます。  

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00 8,393 15.2 1.6
21年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00 8,230 31.7 1.6

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

82,000 △53.3 0 ― 1,500 △96.5 0 ― 0.00

通期 170,000 △40.0 2,000 △96.0 5,000 △89.8 2,000 △92.3 29.15

－ 1 －



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、14ページ「４．連結財務諸表(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益(連結)の算定上の基礎となる株式数については、21ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 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  3,279,345株 20年3月期  3,277,864株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 185,813 △23.5 30,361 △46.7 33,191 △48.1 17,536 △59.7

20年3月期 242,824 2.0 56,965 △2.3 63,939 2.1 43,552 14.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 255.66 ―

20年3月期 615.59 ―

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 472,060 374,718 79.4 5,463.16
20年3月期 505,172 370,401 73.3 5,400.10

（参考） 自己資本 21年3月期  374,718百万円 20年3月期  370,401百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 

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 
累計期間

45,500 △61.2 0 ― 1,000 △96.3 0 ― 0.00

通期 100,000 △46.2 3,000 △90.1 5,000 △84.9 2,500 △85.7 36.44

－ 2 －



 

 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期(平成21年３月期)の経営成績 

(a) 業績全般の概況 

当期の世界経済は、サブプライム問題や原油・原材料価格の高騰に加えて、期後半には、先

進国のみならず新興経済諸国までも巻き込む世界的な金融市場の混乱や信用収縮の発生などに

より、かつてない厳しい状況に急速に陥りました。 

このような状況下において当社グループは、引き続き国内外での営業力の拡充を図るととも

に、需要環境の激変に伴い事業活動に関連する全分野の経費支出の削減を更に強化し、従業員

の合理化活動・コストダウン活動への取り組みの強化を図ってまいりました。 

これらの結果、連結売上高は283,436百万円(前期比20.8％減)となり、減収に伴う利益の減少

及び為替変動の影響等により、連結営業利益は49,725百万円(同43.3％減)となり、また、為替

差損の発生により連結経常利益は48,883百万円(同46.1％減)、さらに投資有価証券評価損の発

生などにより、連結当期純利益は25,978百万円(同53.6％減)となりました。 

 

(b) 所在地別セグメントの概況 

(ア) 日本 

当下半期からの世界的な需要の急減により大規模な生産調整を余儀なくされた、当社グルー

プの主要な需要業界である半導体、自動車、工作機械などの各業界向けで減収となったことか

ら、売上高は202,712百万円(前期比22.8％減)、減収に伴う利益の減少、減産に伴うコスト影響、

為替変動の影響等により営業利益は32,721百万円(同46.8％減)となりました。 

(イ) 北米地域 

半導体、電機、自動車業界の需要の減少及び為替換算に係る減少などにより、売上高は

38,734百万円(同18.1％減)となり、減収に伴う利益の減少を主因として、営業利益は1,324百万

円(同35.9％減)となりました。 

(ウ) 欧州地域 

主要連結子会社の需要環境の悪化に伴う業績悪化及び為替換算に係る減少を主因として、売

上高は51,619百万円(同22.5％減)となり、減収に伴う利益の減少、一部の子会社の販売費及び

一般管理費の増加等により、営業利益は1,418百万円(同75.4％減)となりました。 

(エ) アジア地域 

日米欧経済の悪化の影響を受けた、半導体、自動車、工作機械などの各業界の需要の減少及

び為替換算に係る減少により、売上高は80,674百万円(同16.1％減)、中国子会社による貢献は

あったものの、減収に伴う利益の減少、為替変動に伴う影響等により、営業利益は13,795百万

円(同34.2％減)となりました。 

(オ) その他地域 

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10,020百万円(同14.8％増)と

なったものの、為替変動の影響等により、営業利益は903百万円(同43.7％減)となりました。 
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② 次期(平成22年３月期)の見通し 

次期につきましては、世界経済の後退が長期化することが予想され、空気圧機器市場の需要回

復の勢いは弱いまま推移するものと思われます。 

このような中で当社グループは、あらゆる支出の抑制を強力に推進するとともに、コストダウ

ン活動や生産性向上のための改善活動により、収益力の向上を図ってまいります。 

 

このような前提に立った、現時点における次期の連結及び単独業績の予想は、それぞれ前記の

とおりであります。 

なお、次期の為替相場については、95円/米ドル、120円/ユーロと想定しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

当期末の連結総資産は、607,669百万円(前期末比10.7％減)となりました。これは、主に納税等

に伴う現金及び預金の減少、減収に伴う売上債権の減少、株価下落に伴う投資有価証券の減少等

によるものであります。 

また、連結負債合計は、118,171百万円(同26.4％減)となりました。これは、主に資材購入の減

少に伴う仕入債務の減少、減益に伴う未払法人税等の減少等によるものであります。 

連結純資産は、489,497百万円(同5.8％減)となりました。主な減少要因は、円高に伴う為替換

算調整勘定の減少であります。 

なお、自己資本比率は、前期末に比べて4.2ポイント上昇して80.2％となりました。 

 

当期のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により得られた資金は、前期と比較して22,936百万円減少して35,929百万円となり

ました。 

当期においては、税金等調整前当期純利益は41,204百万円、減価償却費は13,536百万円計上

し、一方、法人税等の支払額は25,833百万円となりました。 

(b) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により使用した資金は、前期と比較して2,582百万円減少して27,381百万円となりま

した。 

主なものは、設備投資など有形固定資産の取得による支出17,573百万円及び定期預金の預入

による支出13,728百万円であります。 

(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により使用した資金は、前期と比較して23,844百万円減少して6,877百万円となりま

した。 

主なものは、配当金の支払8,228百万円であります。 
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これら各キャッシュ・フローの増減に、為替換算による減少19,635百万円及び連結範囲の変動

(新規連結２社)による増加1,283百万円を加減した結果、当期末における現金及び現金同等物の残

高は、前期末に比べて16,681百万円(12.2％)減少して119,907百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フロー関連指標の推移 

キャッシュ･フロー関連指標の推移は、次のとおりであります。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 74.9 76.6 77.7 76.0 80.2

時価ベースの自己資本比率（％） 161.5 215.4 165.1 105.9 106.7

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率（％） 

43.6 33.4 34.9 69.4 117.9

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

254.1 306.1 254.8 194.8 82.5

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※１ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

※３ キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しております。 

※４ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、長期的な視点に立ち、経営環境の変化や事業拡大に備えて財務体質の強化を図る一方、

安定的な配当の継続を基礎として、株主の皆様に適正な利益還元を行うことを利益配分の基本方針

としております。 

当期(平成21年３月期)の期末配当金につきましては、１株当たり60円とさせていただく予定であ

ります。 

なお、次期(平成22年３月期)の配当につきましては、今後の業績や財政状況等を総合的に勘案し

た上で決定いたしたく、現時点では未定とさせていただきます。 

 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書(平成20年６月27日提出)における「事業の内容」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため、開示を省略しております。 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略、(4) 

会社の対処すべき課題は、平成19年３月期中間決算短信(平成18年11月14日開示)により開示を行った

内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

http://www.smcworld.com/ir.htm 

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 167,725 154,613

受取手形及び売掛金 90,632 48,756

有価証券 849 2,821

たな卸資産 131,883 136,351

繰延税金資産 11,619 9,379

その他 8,454 12,469

貸倒引当金 △1,323 △1,044

流動資産合計 409,841 363,347

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 82,613 76,218

減価償却累計額 △36,020 △35,275

建物及び構築物（純額） 46,593 40,942

機械装置及び運搬具 76,621 72,874

減価償却累計額 △52,557 △52,966

機械装置及び運搬具（純額） 24,063 19,907

工具、器具及び備品 56,859 57,873

減価償却累計額 △48,258 △50,642

工具、器具及び備品（純額） 8,600 7,230

土地 18,491 19,942

建設仮勘定 2,282 6,317

有形固定資産合計 100,031 94,340

無形固定資産   

借地権 5,656 4,135

その他 1,851 3,039

無形固定資産合計 7,507 7,175

投資その他の資産   

投資有価証券 54,949 31,067

繰延税金資産 8,811 10,350

保険積立金 94,385 94,442

その他 5,643 8,037

貸倒引当金 △679 △1,092

投資その他の資産合計 163,110 142,805

固定資産合計 270,649 244,321

資産合計 680,490 607,669
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 46,080 27,924

短期借入金 28,235 22,824

未払法人税等 17,514 2,014

その他 29,371 18,656

流動負債合計 121,200 71,419

固定負債   

社債 5,100 5,000

長期借入金 2,980 10,160

退職給付引当金 22,554 22,943

役員退職慰労引当金 691 730

その他 8,081 7,917

固定負債合計 39,408 46,752

負債合計 160,608 118,171

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 415,569 433,698

自己株式 △43,167 △43,180

株主資本合計 506,085 524,201

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,308 △695

為替換算調整勘定 6,515 △35,893

評価・換算差額等合計 10,823 △36,588

少数株主持分 2,973 1,885

純資産合計 519,881 489,497

負債純資産合計 680,490 607,669
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 357,919 283,436

売上原価 185,868 155,894

売上総利益 172,050 127,541

販売費及び一般管理費 84,404 77,816

営業利益 87,645 49,725

営業外収益   

受取利息 5,307 4,284

受取配当金 588 388

保険配当金 408 386

補助金収入 909 －

その他 1,632 1,445

営業外収益合計 8,846 6,505

営業外費用   

支払利息 339 394

売上割引 370 245

為替差損 4,246 6,168

寄付金 735 180

その他 112 357

営業外費用合計 5,804 7,347

経常利益 90,688 48,883

特別利益   

固定資産売却益 164 135

投資有価証券売却益 197 32

貸倒引当金戻入額 29 －

その他 479 108

特別利益合計 871 276

特別損失   

固定資産除却損 391 166

投資有価証券売却損 24 68

投資有価証券評価損 1,713 3,365

減損損失 － 3,856

その他 781 498

特別損失合計 2,910 7,956

税金等調整前当期純利益 88,648 41,204

法人税、住民税及び事業税 32,789 10,952

過年度法人税等 1,142 －

法人税等調整額 △1,493 4,218

法人税等合計 32,438 15,170

少数株主利益 225 55

当期純利益 55,985 25,978
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 61,005 61,005

当期末残高 61,005 61,005

資本剰余金   

前期末残高 72,678 72,677

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 72,677 72,677

利益剰余金   

前期末残高 367,543 415,569

当期変動額   

剰余金の配当 △8,588 △8,230

当期純利益 55,985 25,978

自己株式の処分 △1 △2

連結範囲の変動 629 384

当期変動額合計 48,025 18,129

当期末残高 415,569 433,698

自己株式   

前期末残高 △254 △43,167

当期変動額   

自己株式の取得 △42,926 △23

自己株式の処分 13 10

当期変動額合計 △42,912 △12

当期末残高 △43,167 △43,180

株主資本合計   

前期末残高 500,973 506,085

当期変動額   

剰余金の配当 △8,588 △8,230

当期純利益 55,985 25,978

自己株式の取得 △42,926 △23

自己株式の処分 12 8

連結範囲の変動 629 384

当期変動額合計 5,112 18,116

当期末残高 506,085 524,201
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 11,629 4,308

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,320 △5,003

当期変動額合計 △7,320 △5,003

当期末残高 4,308 △695

為替換算調整勘定   

前期末残高 21,710 6,515

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,195 △42,408

当期変動額合計 △15,195 △42,408

当期末残高 6,515 △35,893

評価・換算差額等合計   

前期末残高 33,339 10,823

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,516 △47,412

当期変動額合計 △22,516 △47,412

当期末残高 10,823 △36,588

少数株主持分   

前期末残高 2,605 2,973

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 368 △1,088

当期変動額合計 368 △1,088

当期末残高 2,973 1,885

純資産合計   

前期末残高 536,917 519,881

当期変動額   

剰余金の配当 △8,588 △8,230

当期純利益 55,985 25,978

自己株式の取得 △42,926 △23

自己株式の処分 12 8

連結範囲の変動 629 384

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,147 △48,500

当期変動額合計 △17,035 △30,384

当期末残高 519,881 489,497
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 88,648 41,204

減価償却費 13,700 13,536

減損損失 － 3,856

貸倒引当金の増減額（△は減少） △140 318

受取利息及び受取配当金 △5,895 △4,673

支払利息 339 394

為替差損益（△は益） 1,197 1,369

持分法による投資損益（△は益） △47 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,301 34,748

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,084 △13,983

仕入債務の増減額（△は減少） △4,842 △11,857

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 50

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △400 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △154 549

投資有価証券売却損益（△は益） △197 36

投資有価証券評価損益（△は益） 1,713 3,365

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,201 △4,818

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,684 △6,602

その他 1,020 △0

小計 88,041 57,494

利息及び配当金の受取額 5,853 4,704

利息の支払額 △302 △435

法人税等の支払額 △35,051 △25,833

その他 323 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,865 35,929

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 △8 △920

有価証券の売却による収入 2,020 30

有形固定資産の取得による支出 △20,131 △17,573

投資有価証券の取得による支出 △17,123 △837

投資有価証券の売却による収入 8,673 1,124

定期預金の預入による支出 △1,878 △13,728

定期預金の払戻による収入 2,167 5,904

貸付けによる支出 △13 △410

貸付金の回収による収入 14 213

保険積立金の積立による支出 △6,774 △10,507

保険積立金の払戻による収入 1,978 10,450

その他 1,110 △1,126

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,964 △27,381
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） 21,088 △930

長期借入れによる収入 2,100 9,255

長期借入金の返済による支出 △2,194 △6,517

社債の償還による支出 △200 △425

自己株式の取得による支出 △42,926 －

配当金の支払額 △8,585 △8,228

その他 △3 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,721 △6,877

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,496 △19,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,317 △17,964

現金及び現金同等物の期首残高 144,714 136,588

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）

191 1,283

現金及び現金同等物の期末残高 136,588 119,907
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数31社 

日本機材㈱ ＳＭＣ イタリア ＳＭＣ 韓国 
制御機材㈱ ＳＭＣ スペイン ＳＭＣ 中国 
ＳＭＣ アメリカ ＳＭＣ シンガポール ＳＭＣ 北京製造 
ＳＭＣ ドイツ ＳＭＣ 香港 ＳＭＣ Ｍｆｇシンガポール
ＳＭＣ イギリス ＳＭＣ 台湾 ＳＭＣ オーストラリア 
  その他 16社 

ＳＭＣ ブラジル及びＡＰテックは、重要性が増加したことにより、当連結会計年度より連結

子会社に含めることといたしました。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用非連結子会社であったＡＰテックは、重要性が増加したことにより、当連結会計

年度より連結子会社に変更いたしました。 

 

なお、上記の重要な事項以外は、 近の有価証券報告書(平成20年６月27日提出)における記載から

重要な変更がないため開示を省略いたします。 

 

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

(重要な資産の評価基準及び評価方法の変更) 

たな卸資産 

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、当連結

会計年度より「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

る簿価切り下げの方法)に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

 

(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) 

当連結会計年度より、「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。 

なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

 

(リース取引に関する会計基準) 

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、当連結会計年度より「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))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 
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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、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 
 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

 
当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次
のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 19,324百万円

投資その他の資産その他
(出資金) 

1,286百万円

 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次
のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 8,862百万円

投資その他の資産その他
(出資金) 

2,217百万円

 
※２ 負ののれん(固定負債その他)は、150百万円であ

ります。 
 

※２ のれん及び負ののれんの表示 

 のれん及び負ののれんは、相殺し、差額を無形
固定資産に含めて表示しております。相殺前の金
額は、次のとおりであります。 

のれん 1,707百万円

負ののれん 425百万円

差引 1,282百万円
 

※３        ――――― 
 

※３ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

商品及び製品 60,431百万円

仕掛品 5,131百万円

原材料及び貯蔵品 70,788百万円
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な項目と金額は、
次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な項目と金額は、
次のとおりであります。 

給料及び手当 28,791百万円 給料及び手当 28,269百万円

賞与 6,378百万円

退職給付費用 812百万円
 

賞与 4,086百万円

退職給付費用 1,062百万円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費 

 16,646百万円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費 

 15,303百万円
 

※３        ――――― ※３ 減損損失 

 当連結会計年度において、以下の資産グループ
について減損損失を計上いたしました。 

場 所
東京都江東区 

及び神奈川県川崎市 

用 途 営業倉庫 

種 類 土地、借地権及び建物等

減 損 損 失 3,856百万円

 当社グループは、事業用資産については、継続
的かつ合理的に損益管理を行える単位を基準とし
て資産のグルーピングを行い、遊休資産等につい
ては、個別事案ごとに減損損失を判定しておりま
す。 

 上記資産グループについては、これらを保有す
る連結子会社の事業環境の悪化と著しい地価の下
落が認められることから、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上
いたしました。 

 なお、回収可能価額は、使用価値によって測定
し、将来キャッシュ・フローを2.15％で割り引い
て算定しております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

発行済株式 普通株式 71,869,359 － － 71,869,359

自己株式 普通株式 20,042 3,258,823 1,001 3,277,864

(注) 自己株式の増加3,258,823株は、取締役会決議に基づく自己株式の市場買付による3,255,900株及び単元未

満株式の買取りによる2,923株であり、自己株式の減少1,001株は、単元未満株式の売渡しによるものであ

ります。 

 

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 4,310 60 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月13日 
取締役会 

普通株式 4,277 60 平成19年９月30日 平成19年12月10日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり
配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 4,115 60 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

発行済株式 普通株式 71,869,359 － － 71,869,359

自己株式 普通株式 3,277,864 2,271 790 3,279,345

(注) 自己株式の増加2,271株は、単元未満株式の買取りであり、自己株式の減少790株は、単元未満株式の売渡

しによるものであります。 

 

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 4,115 60 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会 

普通株式 4,115 60 平成20年９月30日 平成20年12月９日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会(案) 

普通株式 利益剰余金 4,115 60 平成21年３月31日 平成21年６月29日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 167,725百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金 

△31,943百万円

取得から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資等(有価証券) 

807百万円

現金及び現金同等物 136,588百万円
 

現金及び預金勘定 154,613百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金 

△35,516百万円

取得から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資等(有価証券) 

810百万円

現金及び現金同等物 119,907百万円
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年４月１日 至 平成21年３月31日)において、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグ

メントの資産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、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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

 売上高    

 (1)外部顧客に対する
売上高 

167,456 46,690 65,682 69,523 8,566 357,919 － 357,919

 (2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

95,233 632 881 26,575 160 123,484 (123,484) －

計 262,690 47,322 66,564 96,099 8,727 481,403 (123,484) 357,919

 営業費用 201,144 45,254 60,797 75,144 7,122 389,463 (119,190) 270,273

 営業利益 61,545 2,068 5,766 20,954 1,604 91,939 (4,294) 87,645

Ⅱ 資産 333,893 37,192 75,904 164,318 13,688 624,998 55,492 680,490

 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

 売上高    

 (1)外部顧客に対する
売上高 

129,443 38,295 50,841 55,002 9,853 283,436 － 283,436

 (2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

73,268 439 778 25,671 167 100,325 (100,325) －

計 202,712 38,734 51,619 80,674 10,020 383,762 (100,325) 283,436

 営業費用 169,991 37,409 50,201 66,879 9,117 333,599 (99,888) 233,710

 営業利益 32,721 1,324 1,418 13,795 903 50,163 (437) 49,725

Ⅱ 資産 328,600 41,655 57,211 157,111 13,629 598,209 9,460 607,669

 
(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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、当社の総務部門等管理部門に係る

費用で前連結会計年度 3,256百万円、当連結会計年度 2,502百万円であります。 

SMC㈱(6273)平成21年３月期　決算短信

－ 19 －



 

 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金、

有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産で、前連結会計年度 187,164百万円、

当連結会計年度 157,580百万円であります。 

５ 会計処理の方法の変更 

(前連結会計年度) 

有形固定資産の減価償却の方法の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19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基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴う日本

地域の損益に与える影響は、軽微であります。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 46,567 68,293 71,635 10,526 197,023

Ⅱ 連結売上高（百万円）  357,919

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

13.0 19.1 20.0 2.9 55.0

 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 36,868 53,509 58,320 10,516 159,215

Ⅱ 連結売上高（百万円）  283,436

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

13.0 18.9 20.6 3.7 56.2

 

(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。 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 7,536円04銭

１株当たり当期純利益金額 791円33銭
 

１株当たり純資産額 7,109円09銭

１株当たり当期純利益金額 378円74銭
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度末 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 519,881 489,497

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 2,973 1,885

 （うち少数株主持分）（百万円） (2,973) (1,885)

普通株式に係る当期末の純資産額（百万円） 516,908 487,612

１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通
株式の数（千株） 

68,591 68,590

３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当期純利益（百万円） 55,985 25,978

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 55,985 25,978

普通株式の期中平均株式数（千株） 70,747 68,590
   

 

(開示の省略) 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関

する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略いたします。 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 56,827 39,304

受取手形 19,574 10,800

売掛金 53,724 34,998

有価証券 849 1,965

製品 25,507 －

商品及び製品 － 26,393

仕掛品 2,622 1,507

原材料 43,833 －

貯蔵品 806 －

原材料及び貯蔵品 － 51,137

前渡金 185 301

前払費用 67 21

繰延税金資産 5,229 3,404

関係会社短期貸付金 1,400 1,193

未収入金 5,010 10,026

その他 2,006 1,394

貸倒引当金 △327 △572

流動資産合計 217,316 181,875

固定資産   

有形固定資産   

建物 35,538 36,532

減価償却累計額 △19,103 △20,309

建物（純額） 16,434 16,223

構築物 1,996 2,011

減価償却累計額 △1,497 △1,550

構築物（純額） 499 460

機械及び装置 44,090 44,001

減価償却累計額 △33,816 △34,663

機械及び装置（純額） 10,273 9,337

車両運搬具 609 608

減価償却累計額 △505 △528

車両運搬具（純額） 103 79

工具、器具及び備品 44,938 46,810

減価償却累計額 △39,934 △42,848

工具、器具及び備品（純額） 5,004 3,962

土地 9,195 11,393

建設仮勘定 1,759 900

有形固定資産合計 43,271 42,358

無形固定資産   

特許権 9 8

ソフトウエア 1,171 1,126

その他 83 82

無形固定資産合計 1,264 1,218
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 34,866 21,720

関係会社株式 64,713 72,233

出資金 1 1

関係会社出資金 39,250 45,150

破産更生債権等 813 485

長期前払費用 228 392

繰延税金資産 8,454 9,949

敷金及び保証金 1,120 1,117

保険積立金 94,339 94,391

その他 126 1,561

貸倒引当金 △593 △393

投資その他の資産合計 243,320 246,607

固定資産合計 287,856 290,184

資産合計 505,172 472,060

負債の部   

流動負債   

支払手形 255 0

買掛金 45,983 27,593

短期借入金 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 5,655 700

未払金 3,497 1,611

未払法人税等 12,600 －

未払消費税等 199 －

未払費用 9,346 6,746

預り金 538 191

設備関係支払手形 210 22

設備関係未払金 3,506 1,728

その他 22 20

流動負債合計 101,814 58,613

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 2,200 7,155

退職給付引当金 21,177 21,807

役員退職慰労引当金 508 530

長期預り保証金 4,070 4,234

固定負債合計 32,957 38,728

負債合計 134,771 97,341
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 61,005 61,005

資本剰余金   

資本準備金 72,576 72,576

資本剰余金合計 72,576 72,576

利益剰余金   

利益準備金 15,251 15,251

その他利益剰余金   

特別償却準備金 161 144

資産圧縮積立金 30 149

配当準備積立金 1,270 －

別途積立金 215,250 250,250

繰越利益剰余金 43,676 19,146

利益剰余金合計 275,638 284,941

自己株式 △43,167 △43,180

株主資本合計 366,052 375,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,348 △624

評価・換算差額等合計 4,348 △624

純資産合計 370,401 374,718

負債純資産合計 505,172 472,060
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 242,824 185,813

売上原価 155,946 129,603

売上総利益 86,877 56,209

販売費及び一般管理費 29,912 25,847

営業利益 56,965 30,361

営業外収益   

受取利息 1,533 930

受取配当金 6,561 5,399

保険配当金 408 378

補助金収入 909 －

その他 1,036 1,064

営業外収益合計 10,449 7,773

営業外費用   

支払利息 223 266

社債利息 55 59

売上割引 202 164

有価証券売却損 19 －

為替差損 2,230 4,266

寄付金 735 180

その他 9 6

営業外費用合計 3,475 4,943

経常利益 63,939 33,191

特別利益   

過年度損益修正益 5,564 －

投資有価証券売却益 197 32

貸倒引当金戻入額 58 137

その他 324 0

特別利益合計 6,144 169

特別損失   

固定資産除却損 340 131

投資有価証券売却損 24 38

投資有価証券評価損 1,631 2,965

関係会社株式評価損 － 2,472

その他 18 188

特別損失合計 2,016 5,795

税引前当期純利益 68,068 27,564

法人税、住民税及び事業税 23,616 6,383

過年度法人税等 2,477 －

法人税等調整額 △1,577 3,645

法人税等合計 24,516 10,028

当期純利益 43,552 17,536
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 61,005 61,005

当期末残高 61,005 61,005

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 72,576 72,576

当期末残高 72,576 72,576

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 72,576 72,576

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 72,576 72,576

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 15,251 15,251

当期末残高 15,251 15,251

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 208 161

当期変動額   

特別償却準備金の積立 13 22

特別償却準備金の取崩 △61 △39

当期変動額合計 △47 △16

当期末残高 161 144

資産圧縮積立金   

前期末残高 30 30

当期変動額   

資産圧縮積立金の積立 － 119

当期変動額合計 － 119

当期末残高 30 149

配当準備積立金   

前期末残高 1,220 1,270

当期変動額   

配当準備積立金の積立 50 －

配当準備積立金の取崩 － △1,270

当期変動額合計 50 △1,270

当期末残高 1,270 －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 186,250 215,250

当期変動額   

別途積立金の積立 29,000 35,000

当期変動額合計 29,000 35,000

当期末残高 215,250 250,250

繰越利益剰余金   

前期末残高 37,715 43,676

当期変動額   

特別償却準備金の積立 △13 △22

特別償却準備金の取崩 61 39

資産圧縮積立金の積立 － △119

配当準備積立金の積立 △50 －

配当準備積立金の取崩 － 1,270

別途積立金の積立 △29,000 △35,000

剰余金の配当 △8,588 △8,230

当期純利益 43,552 17,536

自己株式の処分 △1 △2

当期変動額合計 5,960 △24,529

当期末残高 43,676 19,146

利益剰余金合計   

前期末残高 240,676 275,638

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

資産圧縮積立金の積立 － －

配当準備積立金の積立 － －

配当準備積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △8,588 △8,230

当期純利益 43,552 17,536

自己株式の処分 △1 △2

当期変動額合計 34,962 9,303

当期末残高 275,638 284,941

自己株式   

前期末残高 △254 △43,167

当期変動額   

自己株式の取得 △42,926 △23

自己株式の処分 13 10

当期変動額合計 △42,912 △12

当期末残高 △43,167 △43,180

株主資本合計   

前期末残高 374,003 366,052

当期変動額   

剰余金の配当 △8,588 △8,230
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期純利益 43,552 17,536

自己株式の取得 △42,926 △23

自己株式の処分 12 8

当期変動額合計 △7,950 9,290

当期末残高 366,052 375,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 11,487 4,348

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,139 △4,972

当期変動額合計 △7,139 △4,972

当期末残高 4,348 △624

評価・換算差額等合計   

前期末残高 11,487 4,348

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,139 △4,972

当期変動額合計 △7,139 △4,972

当期末残高 4,348 △624

純資産合計   

前期末残高 385,491 370,401

当期変動額   

剰余金の配当 △8,588 △8,230

当期純利益 43,552 17,536

自己株式の取得 △42,926 △23

自己株式の処分 12 8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,139 △4,972

当期変動額合計 △15,090 4,317

当期末残高 370,401 374,718
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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。 

 

６．その他 

(1) 役員の異動 (平成21年６月26日付予定) 

内定した時点で開示いたします。 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 

 

SMC㈱(6273)平成21年３月期　決算短信

－ 29 －



 

 

平成２１年３月期実績及び平成２２年３月期予想に関する資料 

１．業績予想 

(単位：百万円) 

連結業績 個別業績 

 平成21年３月期 

(実 績) 

平成22年３月期 

(予 想) 

平成21年３月期 

(実 績) 

平成22年３月期 

(予 想) 

売 上 高 283,436 170,000 185,813 100,000

営 業 利 益 49,725 2,000 30,361 3,000

経 常 利 益 48,883 5,000 33,191 5,000

当 期 純 利 益 25,978 2,000 17,536 2,500

１ 株 当 た り 

当 期 純 利 益 
378円74銭 29円15銭 255円66銭 36円44銭

２．設備投資額、減価償却額及び研究開発費 

(単位：百万円) 

連  結 個  別  

平成21年３月期 

(実 績) 

平成22年３月期 

(予 想) 

平成21年３月期 

(実 績) 

平成22年３月期 

(予 想) 

設 備 投 資 額 16,067 13,000 6,934 5,700

前 期 比 △6.7% △19.1% △12.2% △17.8%

減価償却費(有形) 12,718 12,500 7,644 7,900

前 期 比 △0.3% △1.7% △0.3% 3.3%

研 究 開 発 費 15,303 13,600 14,192 12,700

前 期 比 △8.1% △11.1% △10.2% △10.5%

３．期末又は期中平均従業員数 

(単位：人) 

連  結 個  別  

平成21年３月期 
(実 績) 

前期(末)比増減数 
平成21年３月期 

(実 績) 
前期(末)比増減数 

社 員 (期末) 15,388 632 5,476 △147

臨 時 従 業 員 
(期 中 平 均) 

4,559 △282 2,614 △101

４．主要為替レートの実績及び予想 

平成21年３月期(実績) 平成22年３月期   

平均レート 期末日レート 予想レート  

Ｕ Ｓ ＄ 100円80銭 98円26銭 95円  

Ｅ Ｕ Ｒ 144円21銭 129円83銭 120円  

 

(注) １ 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。 

２ 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。 

以 上 
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