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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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 ％

22年3月期第3四半期 151,780 △36.9 12,016 △77.9 15,311 △70.1 10,637 △66.7

21年3月期第3四半期 240,556 ― 54,264 ― 51,145 ― 31,993 ―

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3四半期 155.09 ―

21年3月期第3四半期 466.43 ―

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3四半期 613,236 496,814 80.8 7,221.08
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3四半期  495,288百万円 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  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00
22年3月期 ― 50.00 ―

22年3月期 
（予想）

50.00 100.00

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 208,000 △26.6 18,000 △63.8 21,000 △57.0 14,000 △46.1 204.11

－ 1 －－ 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) 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.平成21年10月23日公表の平成22年3月期通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しております。詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関する
お知らせ」をご参照ください。 
2.業績予想等の将来に関する記述は、当社が公表日現在入手可能な情報及び当社が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(政治・経済情勢、為替レート等)により予想数値とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 

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3四半期 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3四半期  3,280,165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3四半期 68,589,575株 21年3月期第3四半期 68,591,115株

－ 2 －－ 2 －



 

 

【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３四半期連結累計期間(平成21年４月１日～平成21年12月31日)の世界経済は、主要各国政府の景気刺激策などの経済対

策により緩やかながら持ち直しつつあるものの、総じて厳しい状況で推移しました。 

このような状況の中で当社グループは、営業面においては小口需要への対応や新規需要分野の開拓のための人員シフトなど

を、製造面においては原価低減の推進とともに固定費の削減や設備投資の効率化などを、技術面においては市場競争力のある

製品の開発及び開発効率の向上を、それぞれ図ってまいりました。また、引き続きグループ全社を挙げて経費の削減に取り組

んでまいりました。 

しかしながら、景気後退による需要の減少に加えて為替の影響などにより、国内売上高は57,901百万円(前年同四半期比

45.6％減)、海外売上高は93,879百万円(同30.0％減)となり、売上高は151,780百万円(同36.9％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12,016百万円(同77.9％減)、金融収支が悪化したものの為替差益(836百万円)が発生

したことなどにより、経常利益は15,311百万円(同70.1％減)、四半期純利益は10,637百万円(同66.7％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 

景気後退による半導体、自動車、工作機械、電機など主要需要業界の減産及び設備投資の抑制に伴う空気圧機器需要の大

幅な減少により、売上高は102,901百万円(同41.3％減)となり、大幅な減収に伴う利益の減少を主因として、営業利益は

6,315百万円(同83.2％減)となりました。 

② 北米地域 

米国経済が依然として低迷する中、産業界の設備投資抑制の継続などに伴う需要の大幅な減少に加えて円高の影響から、

売上高は21,774百万円(同33.1％減)となり、減収に伴う利益の減少により、営業損失は618百万円(前年同四半期は営業利益

1,980百万円)となりました。 

③ 欧州地域 

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27,248百万円(同37.0％減)となり、減収

に伴う利益の減少により、営業損失は1,154百万円(前年同四半期は営業利益1,525百万円)となりました。 

④ アジア地域 

世界的な市場の冷え込みによる需要の大幅な減少及び円高の影響から、売上高は46,422百万円(同31.7％減)となり、減収

に伴う利益の減少により、営業利益は5,467百万円(同58.8％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6,800百万円(同19.6％減)となり、営業利益は707百万円(同26.8％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３四半期連結会計期間末における総資産は、前期末と比べて5,567百万円(0.9％)増加して613,236百万円となりま

した。 

これは、減産に伴いたな卸資産が前期末と比べて8,609百万円(6.3％)、払戻により保険積立金が4,335百万円(4.6％)そ

れぞれ減少したものの、現金及び預金が16,455百万円(10.6％)、売上債権が8,279百万円(17.0％)それぞれ増加したこと

などによるものであります。 

② 負 債 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前期末と比べて1,749百万円(1.5％)減少して116,422百万円となりまし

た。 

これは、主に減産に伴い仕入債務が3,852百万円(13.8％)減少したことによるものであります。 

③ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前期末と比べて7,316百万円(1.5％)増加して496,814百万円となりま

した。 

これは、四半期純利益の計上により利益剰余金が4,330百万円(1.0％)増加したことに加えて、為替や株価などの変動か

ら生ずるマイナスの評価・換算差額等が3,353百万円(9.2％)減少したことによるものであります。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益14,953百万円、

減価償却費8,638百万円、売上債権の増加7,963百万円、たな卸資産の減少9,986百万円、仕入債務の減少5,777百万円を主

として、法人税等を支払った結果、24,475百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻4,335百万円に対して、定期預金の預入20,982百万円、設備投

資等を8,746百万円実施した結果、26,447百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主として借入金の返済338百万円、配当金7,501百万円の支払の結果、7,950百万

円の支出となりました。 

以上により、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ4,829百万円(4.0％)減少して

115,077百万円となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年10月23日に公表しました平成22年３月期に係る通期連結業績予想及び通期個別業績予想について、本日、別途「業績

予想の修正に関するお知らせ」を公表しておりますのでそちらをご参照ください。 

なお、当該業績予想については、公表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、リスクや不確実性

を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因により予想値と大きく異なる場合があることをご承知おきください。実際の

業績に影響を与える要素としては、経済情勢、市場動向、為替動向ほかがあります。 

 

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３四半期連結会計期間末のたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地

たな卸高を基礎とした合理的な方法によっております。 

また、収益性の低下が明らかなたな卸資産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３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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、一部の連結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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 171,069 154,613

受取手形及び売掛金 57,035 48,756

有価証券 1,819 2,821

商品及び製品 56,233 60,431

仕掛品 5,437 5,131

原材料及び貯蔵品 66,071 70,788

その他 16,849 21,849

貸倒引当金 △1,413 △1,044

流動資産合計 373,103 363,347

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 44,843 40,942

機械装置及び運搬具（純額） 19,681 19,907

土地 20,988 19,942

その他（純額） 10,176 13,547

有形固定資産合計 95,689 94,340

無形固定資産 6,238 7,175

投資その他の資産   

投資有価証券 33,317 31,067

保険積立金 90,107 94,442

その他 16,128 18,388

貸倒引当金 △1,347 △1,092

投資その他の資産合計 138,205 142,805

固定資産合計 240,133 244,321

資産合計 613,236 607,669
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 24,072 27,924

短期借入金 28,907 22,824

未払法人税等 1,872 2,014

引当金 2,257 －

その他 17,302 18,656

流動負債合計 74,412 71,419

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 3,740 10,160

退職給付引当金 24,443 22,943

役員退職慰労引当金 693 730

その他 8,132 7,917

固定負債合計 42,009 46,752

負債合計 116,422 118,171

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 438,029 433,698

自己株式 △43,188 △43,180

株主資本合計 528,524 524,201

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △474 △695

為替換算調整勘定 △32,761 △35,893

評価・換算差額等合計 △33,235 △36,588

少数株主持分 1,525 1,885

純資産合計 496,814 489,497

負債純資産合計 613,236 607,669
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 240,556 151,780

売上原価 124,739 92,659

売上総利益 115,816 59,121

販売費及び一般管理費 61,552 47,105

営業利益 54,264 12,016

営業外収益   

受取利息 3,412 1,846

為替差益 － 836

その他 1,398 1,163

営業外収益合計 4,811 3,846

営業外費用   

支払利息 308 387

売上割引 209 76

為替差損 6,921 －

その他 490 86

営業外費用合計 7,929 551

経常利益 51,145 15,311

特別利益   

固定資産売却益 44 240

その他 23 213

特別利益合計 67 453

特別損失   

固定資産除却損 117 101

投資有価証券評価損 1,462 9

貸倒引当金繰入額 440 97

減損損失 － 422

その他 110 179

特別損失合計 2,132 811

税金等調整前四半期純利益 49,081 14,953

法人税等 16,994 4,690

少数株主利益又は少数株主損失（△） 93 △374

四半期純利益 31,993 10,637

SMC㈱(6273)平成22年３月期　第３四半期決算短信

－ 7 －



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 49,081 14,953

減価償却費 10,138 8,638

減損損失 － 422

貸倒引当金の増減額（△は減少） 269 594

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 32 △37

退職給付引当金の増減額（△は減少） 466 1,490

受取利息及び受取配当金 △3,789 △2,088

支払利息 308 387

為替差損益（△は益） 1,419 216

投資有価証券売却損益（△は益） 19 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 1,462 9

売上債権の増減額（△は増加） 15,035 △7,963

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,843 9,986

仕入債務の増減額（△は減少） 7,797 △5,777

その他の流動資産の増減額（△は増加） △661 3,848

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,736 1,310

その他 806 162

小計 57,807 26,154

利息及び配当金の受取額 3,775 2,290

利息の支払額 △318 △288

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △29,934 △3,799

その他の収入 － 118

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,330 24,475

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 △11,700 △49,453

定期預金の払戻による収入 5,426 28,470

有価証券の取得による支出 △843 △2,829

有価証券の売却による収入 － 3,029

有形固定資産の取得による支出 △13,089 △8,746

投資有価証券の取得による支出 △527 △1,870

投資有価証券の売却による収入 1,132 28

貸付けによる支出 △312 △1,287

貸付金の回収による収入 186 1,544

保険積立金の積立による支出 △9,467 △4,402

保険積立金の払戻による収入 10,120 8,737

その他 △2,182 332

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,257 △26,447
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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） △20,760 △180

長期借入れによる収入 7,355 1,400

長期借入金の返済による支出 △6,225 △1,558

社債の償還による支出 △425 △100

配当金の支払額 △8,167 △7,501

その他 △28 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,252 △7,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,395 2,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36,574 △7,552

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 101,297 115,077
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12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)

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 111,036 32,165 42,643 46,430 8,281 240,556 － 240,556

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

64,332 385 626 21,500 172 87,018 (87,018) －

計 175,369 32,551 43,269 67,930 8,453 327,574 (87,018) 240,556

営業利益 37,640 1,980 1,525 13,286 966 55,399 (1,135) 54,264

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12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)

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 59,583 21,522 26,978 36,993 6,703 151,780 － 151,780

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

43,318 252 270 9,428 96 53,366 (53,366) －

計 102,901 21,774 27,248 46,422 6,800 205,147 (53,366) 151,780

営業利益又は営業損失(△) 6,315 △618 △1,154 5,467 707 10,717 1,299 12,016

 

(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 
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[海外売上高] 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 北米 欧州 アジア その他  計  

Ⅰ 海外売上高（百万円） 30,867 44,926 49,496 8,834 134,125

Ⅱ 連結売上高（百万円）  240,556

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

12.8 18.7 20.6 3.7 55.8

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 北米 欧州 アジア その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 20,736 28,314 37,716 7,111 93,879

Ⅱ 連結売上高（百万円）  151,780

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

13.7 18.7 24.8 4.7 61.9

 

(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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