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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

※前年第1四半期より「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、前年第1四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 ％

22年3月期第1四半期 42,406 △52.9 608 △97.1 2,856 △88.8 1,291 △92.2

21年3月期第1四半期 90,068 ― 21,193 ― 25,408 ― 16,523 ―

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

22年3月期第1四半期 18.83 ―

21年3月期第1四半期 240.89 ―

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

22年3月期第1四半期 612,610 499,757 81.3 7,259.71
21年3月期 607,669 489,497 80.2 7,109.09

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  497,942百万円 21年3月期  487,612百万円

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  

平成22年3月期の配当金額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
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
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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、4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） 

(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.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料発表日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、今後の様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。 
2.平成22年3月期の配当に関しましては、今後の業績動向を見極めつつ検討することとしており、現時点では未定とさせていただきます。なお、確定次第速
やかに公表いたします。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 71,869,359株 21年3月期  71,869,359株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,279,550株 21年3月期  3,279,345株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 68,589,895株 21年3月期第1四半期 68,591,545株
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【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 

当第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日～平成21年６月30日)の世界経済は、前年後半から続く大幅な後退から回復す

るには至らず、中国など一部の新興国を除いた主要各国における生産活動は、極めて低水準で推移しました。 

このような状況の中で当社グループは、先行きの需要動向を見据えた営業活動を進め、生産手法の改革や環境ビジネスに対

応した技術開発力の強化などを図るとともに、引き続き事業活動全般に亘る経費支出を徹底的に削減してまいりました。 

しかし、世界的な需要の減少によって、国内売上高は15,875百万円(前年同期比60.5％減)、海外売上高は26,530百万円(同

46.8％減)となり、売上高は42,406百万円(同52.9％減)となりました。また、減収に伴う利益の減少を主因として、営業利益は

608百万円(同97.1％減)となりましたが、為替差益1,382百万円の計上等により経常利益は2,856百万円(同88.8％減)となり、四

半期純利益は1,291百万円(同92.2％減)となりました。 

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

主要な需要業界である半導体、自動車、工作機械、電機の生産及び設備投資の減少に伴う空圧機器需要の大幅な減少によ

り、売上高は26,679百万円(同59.9％減)、大幅な減収に伴う利益の減少を主因として、営業利益は299百万円(同98.1％減)

となりました。 

② 北米地域 

日本と同様に、主要需要業界の不振に加えて円高の影響から、売上高は6,192百万円(同49.0％減)となり、全社を挙げて

経費削減に取り組んだものの、大幅な減収に伴う利益の減少により、営業損失は794百万円(前年同期は営業利益326百万円)

となりました。 

③ 欧州地域 

世界的な需要環境の悪化に伴う主要連結子会社の販売不振及び円高の影響から、売上高は8,442百万円(同50.1％減)とな

り、大幅な減収に伴う利益の減少により、営業損失は362百万円(前年同期は営業利益1,038百万円)となりました。 

④ アジア地域 

世界経済の悪化の影響による半導体、自動車などの主要業界の需要の減少及び円高の影響から、売上高は12,481百万円

(同46.4％減)、大幅な減収に伴う利益の減少により、営業利益は1,268百万円(同74.8％減)となりました。 

⑤ その他地域 

その他の地域においては、売上高は2,045百万円(同33.5％減)、営業利益は191百万円(同61.4％減)となりました。 

 

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 

① 総資産 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて4,941百万円(0.8％)増加して612,610百万

円となりました。 

これは、減収に伴い売上債権が4,527百万円(前連結会計年度末比9.3％)減少したものの、現金及び預金が3,762百万円

(同2.4％)、たな卸資産が2,959百万円(同2.2％)、有形固定資産が3,667百万円(同3.9％)、投資有価証券が2,283百万円

(同7.3％)それぞれ増加したことなどによります。 

② 負 債 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて5,318百万円(4.5％)減少して112,853百万円

となりました。 

これは、主に生産量の減少に伴い仕入債務が8,565百万円(同30.7％)減少したことによります。 

③ 純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べて10,259百万円(2.1％)増加して499,757百万

円となりました。 

これは、利益剰余金は1,585百万円(同0.4％)減少したものの、為替や株価などの変動から生ずる評価・換算差額等が

11,917百万円(同32.6％)増加したことなどによります。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

① 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、前年同期比7,210百万円減少して5,145百万円となりました。 

これは、税金等調整前四半期純利益2,637百万円、減価償却費2,868百万円、売上債権の減少額5,738百万円、仕入債務

の減少額11,006百万円などによるものであります。 

② 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、同6,520百万円増加して15,761百万円となりました。 

これは、主として、定期預金の払戻による収入7,918百万円はあったものの、同預入による支出19,059百万円によるも

のであります。 

③ 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、同9,558百万円減少して4,575百万円となりました。 

これは、主として、剰余金の配当4,053百万円によるものであります。 

 

これらの結果、当第１四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7,966百万円(6.6％)減少して111,940百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期に係る業績予想(平成21年５月20日発表)の見直しは、行っておりません。 

 

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) 

該当事項はありません。 

 

(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 

① 簡便な会計処理 

(たな卸資産の評価方法) 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、たな卸資産に関しては、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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

(税金費用の計算) 

税金費用については、当第１四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、一部の子会社の税金費用については、上記の見積実効税率に代えて法定実効税率により計算し、繰延税金資産

については回収見込額を合理的に見積り、その範囲内で計上しております。 

法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 158,375 154,613

受取手形及び売掛金 44,228 48,756

有価証券 2,484 2,821

商品及び製品 62,340 60,431

仕掛品 6,316 5,131

原材料及び貯蔵品 70,654 70,788

その他 22,141 21,849

貸倒引当金 △925 △1,044

流動資産合計 365,616 363,347

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 42,175 40,942

機械装置及び運搬具（純額） 20,022 19,907

土地 20,669 19,942

その他（純額） 15,140 13,547

有形固定資産合計 98,007 94,340

無形固定資産 6,855 7,175

投資その他の資産   

投資有価証券 33,350 31,067

保険積立金 94,564 94,442

その他 15,393 18,388

貸倒引当金 △1,178 △1,092

投資その他の資産合計 142,130 142,805

固定資産合計 246,993 244,321

資産合計 612,610 607,669
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,358 27,924

短期借入金 26,091 22,824

未払法人税等 2,938 2,014

引当金 2,161 －

その他 18,714 18,656

流動負債合計 69,264 71,419

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 6,386 10,160

退職給付引当金 23,413 22,943

役員退職慰労引当金 736 730

その他 8,052 7,917

固定負債合計 43,589 46,752

負債合計 112,853 118,171

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 432,112 433,698

自己株式 △43,182 △43,180

株主資本合計 522,613 524,201

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 863 △695

為替換算調整勘定 △25,534 △35,893

評価・換算差額等合計 △24,671 △36,588

少数株主持分 1,814 1,885

純資産合計 499,757 489,497

負債純資産合計 612,610 607,669
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 90,068 42,406

売上原価 46,882 26,696

売上総利益 43,186 15,709

販売費及び一般管理費 21,992 15,101

営業利益 21,193 608

営業外収益   

受取利息 1,334 720

為替差益 2,474 1,382

その他 701 409

営業外収益合計 4,510 2,512

営業外費用   

支払利息 124 152

売上割引 76 22

その他 94 88

営業外費用合計 295 263

経常利益 25,408 2,856

特別利益   

固定資産売却益 28 109

貸倒引当金戻入額 － 133

その他 16 12

特別利益合計 44 255

特別損失   

固定資産除却損 45 36

貸倒引当金繰入額 160 52

減損損失 － 374

その他 18 11

特別損失合計 223 474

税金等調整前四半期純利益 25,229 2,637

法人税等 8,632 1,441

少数株主利益又は少数株主損失（△） 73 △95

四半期純利益 16,523 1,291
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 25,229 2,637

減価償却費 3,303 2,868

減損損失 － 374

貸倒引当金の増減額（△は減少） 170 △88

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 201 440

受取利息及び受取配当金 △1,606 △897

支払利息 124 152

為替差損益（△は益） △535 12

投資有価証券評価損益（△は益） 5 －

売上債権の増減額（△は増加） 167 5,738

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,965 1,181

仕入債務の増減額（△は減少） 2,896 △11,006

その他の流動資産の増減額（△は増加） △505 190

その他の流動負債の増減額（△は減少） 257 2,573

その他 291 76

小計 24,048 4,258

利息及び配当金の受取額 1,756 894

利息の支払額 △201 △49

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △13,248 42

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,355 5,145

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,377 △19,059

定期預金の払戻による収入 970 7,918

有価証券の取得による支出 △0 △1,824

有価証券の売却による収入 － 1,820

有形固定資産の取得による支出 △5,001 △4,033

投資有価証券の取得による支出 △130 △6

投資有価証券の売却による収入 11 7

貸付けによる支出 △0 △588

貸付金の回収による収入 13 10

保険積立金の積立による支出 △1,846 △991

保険積立金の払戻による収入 183 868

その他 △1,061 117

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,241 △15,761
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） △10,720 △260

長期借入れによる収入 3,780 700

長期借入金の返済による支出 △3,128 △959

配当金の支払額 △4,047 △4,053

その他 △17 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,133 △4,575

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,880 4,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,138 △10,689

現金及び現金同等物の期首残高 136,588 119,907

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 2,722

現金及び現金同等物の四半期末残高 128,734 111,940
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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 

[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] 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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 41,958 12,000 16,613 16,508 2,988 90,068 － 90,068

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

24,578 141 315 6,762 86 31,884 (31,884) －

計 66,536 12,141 16,928 23,271 3,074 121,952 (31,884) 90,068

営業利益 15,867 326 1,038 5,029 495 22,757 (1,563) 21,193

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 16,373 6,152 8,386 9,473 2,020 42,406 － 42,406

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

10,306 40 55 3,008 24 13,435 (13,435) －

計 26,679 6,192 8,442 12,481 2,045 55,841 (13,435) 42,406

営業利益又は営業損失(△) 299 △794 △362 1,268 191 601 6 608

(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 

 

― 10 ―

SMC㈱(6273)平成22年３月期　第１四半期決算短信



 

 

[海外売上高] 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 北米 欧州 アジア その他  計  

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,457 17,505 17,720 3,183 49,867

Ⅱ 連結売上高（百万円）  90,068

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

12.7 19.4 19.7 3.5 55.3

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 北米 欧州 アジア その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,020 8,770 9,600 2,138 26,530

Ⅱ 連結売上高（百万円）  42,406

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

14.2 20.7 22.6 5.1 62.6

(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。 

 

(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。 
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