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平成２２年２月１０日

各   位 

 

会 社 名 Ｓ Ｍ Ｃ 株 式 会 社

代 表 者 名 取締役社長 丸 山 勝 徳

(コード番号 ６２７３ 東証第１部)

問 合 せ 先 専務取締役 
管理本部長 薄 井 郁 二

電 話 番 号 ０３－５２０７－８２７１(代)
 

 

 

 

 (訂正・数値データ訂正あり) 

「平成２２年３月期 第３四半期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 

 平成２２年２月５日に開示いたしました「平成２２年３月期 第３四半期決算短信」の一部に

誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 また、訂正後の数値データもお送りいたします。 

 

 

記 

 

 

[訂正箇所] 

 訂正箇所は、次の２項目であります。 
 
 ７頁 

  (２) 四半期連結損益計算書 

    【第３四半期連結累計期間】 

 ８頁 

  (３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

 詳細につきましては、次頁以降のとおりであり、訂正箇所には下線＿を付しております。 

 

 

以  上   

 



 

 ２

 

７頁 

 (２) 四半期連結損益計算書 

   【第３四半期連結累計期間】 

 

[訂正前] 

(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) 

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 

 

 

[訂正後] 

(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) 

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 － 374 

 その他 110 228 

 特別損失合計 2,132 811 

 



 

 ３

 

８頁 

 (３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

[訂正前] 

(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 

  ・ 
  ・ 
  ・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 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 

  ・ 
  ・ 
  ・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 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 

 

 

[訂正後] 

(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 － 374 

  ・ 
  ・ 
  ・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 その他 806 211 

 小計 57,807 26,154 

 利息及び配当金の受取額 3,775 2,290 

  ・ 
  ・ 
  ・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 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 

 



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



(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



(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 － 374

その他 110 228

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



(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 － 374

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 806 211

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



(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




