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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 220,906 △22.1 25,567 △48.6 30,519 △37.6 19,593 △24.6

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

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 ％ ％ ％

22年3月期 285.67 ― 3.9 4.9 11.6
21年3月期 378.74 ― 5.2 7.6 17.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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

22年3月期 637,620 510,699 79.9 7,424.16
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  509,214百万円 21年3月期  487,612百万円

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

22年3月期 41,862 △23,720 △7,822 137,138
21年3月期 35,929 △27,381 △6,877 119,907

2.  配当の状況 

(注) 22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31円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00 8,230 31.7 1.6
22年3月期 ― 50.00 ― 50.00 100.00 6,858 35.0 1.4

23年3月期 
（予想）

― 50.00 ― 50.00 100.00 19.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

147,000 59.7 30,000 594.1 31,500 380.4 19,500 471.6 284.30

通期 280,000 26.8 53,000 107.3 56,000 83.5 35,000 78.6 510.28
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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) 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、20ページ「1株当たり情報」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） 22年3月期 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  3,280,615株 21年3月期  3,279,345株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 142,068 △23.5 13,594 △55.2 14,284 △57.0 8,714 △50.3

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

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

22年3月期 127.05 ―

21年3月期 255.66 ―

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 485,667 376,950 77.6 5,495.81
21年3月期 472,060 374,718 79.4 5,463.16

（参考） 自己資本 22年3月期  376,950百万円 21年3月期  374,718百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 

1.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。 
2.通期の業績予想に関する事項につきましては、4ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析の次期(平成23年3月期)の見通し」をご参照ください。 

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

99,000 80.2 19,500 1,163.8 20,000 1,346.6 11,500 1,291.4 167.66

通期 190,000 33.7 35,000 157.5 36,000 152.0 21,000 141.0 306.17
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期(平成22年３月期)の経営成績 

(a) 業績全般の概況 

当期における世界経済は、中国をはじめとする新興国の経済成長と各国政府による景気支援

策に支えられて、金融危機に端を発した世界同時不況からようやく脱出し、緩やかながらも回

復に向かって動きだしました。 

当社グループの主要製品である空気圧機器の需要は、主な産業分野全般における設備投資の

削減と生産の縮小の影響から低迷が続きましたが、昨年前半には底を打って、半導体製造装

置・液晶関連などで回復の兆しが見え始め、後半には自動車・工作機械などの分野でも動きが

見られたほか、アジア向けの売上が増加に転じました。 

このような状況の中で当社グループは、製品・部品の設計の見直し、生産手法の改革、生産

設備の効率化、適正な人員配置の徹底など全社的な合理化・コストダウン活動と経費削減を実

施しました。 

また、新規ユーザーの開拓や販売活動に関するグループ内での連携強化などを通じて受注の

確保を図る一方、戦略的な生産設備の導入、BRICsにおける製造・販売基盤整備のための継続投

資などの施策を推進して需要の回復に備えました。 

しかしながら、先進各国を中心に受注の回復ペースは緩やかなものにとどまり、当期の連結

売上高は220,906百万円(前期比22.1％減)と減収を余儀なくされました。利益面では、主として、

減収に伴う利益の減少に加えて為替変動による影響により連結営業利益は25,567百万円(同

48.6％減)となり、為替差益1,166百万円(前期は為替差損6,168百万円)の計上により連結経常利

益は30,519百万円(同37.6％減)となり、投資有価証券評価損及び減損損失の減少により連結当

期純利益は19,593百万円(同24.6％減)となりました。 

 

(b) 所在地別セグメントの概況 

(ア) 日本 

日本経済は、中国向け輸出の好調や在庫調整の進展から生産活動に回復の兆しが見え始め

ましたが、設備投資の減少や雇用情勢の悪化に伴う個人消費の低迷など厳しい状況が続きま

した。 

半導体・液晶関連向けの売上が回復した一方、自動車・工作機械分野では設備投資が引続

き低水準にとどまったことから、売上高は152,287百万円(前期比24.9％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15,505百万円(同52.6％減)となりました。 

(イ) 北米地域 

昨年後半以降、半導体・電気機械関連の需要が急速に回復してきており、自動車産業向け

の需要も 悪期を脱した模様ですが、需要は金融危機以前の水準まで回復するには至らず、

円高に伴う為替換算による減少なども加わって、売上高は32,422百万円(同16.3％減)となり、

減収に伴う利益の減少などにより営業利益は766百万円(同42.1％減)となりました。 
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(ウ) 欧州地域 

域内の深刻な景気後退を受けて主要業種向けの需要が軒並み減少するなど総じて非常に厳

しい状況が続いたことに加えて、対ユーロでの円高の進行などに伴う為替換算による減少に

より、売上高は38,490百万円(同25.4％減)となり、減収に伴う利益の減少を主因として営業

損失は419百万円(前期は営業利益1,418百万円)となりました。 

(エ) アジア地域 

韓国・台湾・中国では半導体・液晶関連需要の復調が目立ちました。また、LED、太陽電

池、二次電池などの分野でも旺盛な設備投資需要が見られ、自動車産業向けの需要も活況を

呈し始めましたが本格的な需要回復には至らず、売上高は69,480百万円(同13.9％減)となり、

減収に伴う利益の減少や為替変動に伴う影響等により営業利益は8,889百万円(同35.6％減)

となりました。 

(オ) その他地域 

ブラジルなどの新興国やオーストラリアなどの資源国を中心に需要は堅調に回復しており、

売上高は9,052百万円(同9.7％減)となり、営業利益は891百万円(同1.3％減)となりました。 

 

② 次期(平成23年３月期)の見通し 

次期の空気圧機器の需要は、中国をはじめとする新興国及びアジア地域では順調な回復傾向が持

続するものと見込まれますが、日本及び欧米地域における回復は緩やかなものにとどまると予想さ

れます。 

また、資源価格の上昇リスクや為替変動リスクなど、外部環境は予断を許さない状況にあります。 

このような中で当社グループは、引き続きコストダウン活動や生産効率の向上など事業全般にわ

たる合理化の推進により収益確保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業績予想は、下表のとおりであります。 

なお、次期の為替相場については、90円/米ドル、120円/ユーロと想定しております。 

(単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成23年３月期(予想) 280,000 53,000 56,000 35,000

平成22年３月期(実績) 220,906 25,567 30,519 19,593

増 減 率 26.8％ 107.3％ 83.5％ 78.6％

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産に関する分析 

当期末の連結総資産は、637,620百万円(前期末比4.9％増)となりました。これは主に、需要の減

少に伴う減産によりたな卸資産が10,078百万円(同7.4％)、保険積立金が3,969百万円(同4.2％)そ

れぞれ減少したものの、現金及び預金が32,858百万円(同21.3％)、期末にかけての受注の回復によ

り売上債権が18,405百万円(同37.7％)それぞれ増加したことによるものであります。 

また、連結負債合計は、126,920百万円(同7.4％増)となりました。これは主に、期後半の需要の

回復傾向に伴う資材購入の増加により仕入債務が2,118百万円(同7.6％)、未払法人税等が4,568百

万円(同226.8％)それぞれ増加したことによるものであります。 
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連結純資産は、510,699百万円(同4.3％増)となりました。これは主に、利益剰余金13,286百万円

(同3.1％)の増加によるものであります。 

なお、自己資本比率は、前期末に比べて0.3ポイント低下して79.9％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況に関する分析 

(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5,933百万円増加して41,862百万円となりま

した。 

当期においては、税金等調整前当期純利益は29,816百万円、減価償却費は11,594百万円計上

し、一方、法人税等の支払額は6,553百万円であります。 

(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3,660百万円減少して23,720百万円となりま

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10,744百万円及び定期預金の預

入・払戻の差し引き支出14,831百万円であります。 

(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945百万円増加して7,822百万円となりまし

た。 

主なものは、配当金の支払額7,548百万円であります。 

 

これら各キャッシュ・フローの増減に、為替換算による増加4,189百万円及び新規連結(2社)によ

る増加2,722百万円を加算した結果、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17,231百万円(14.4％)増加して137,138百万円となりました。 

 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成22年３月期

自己資本比率（％） 76.6 77.7 76.0 80.2 79.9

時価ベースの自己資本比率（％） 215.4 165.1 105.9 106.7 136.5

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率（％） 

33.4 34.9 69.4 117.9 100.8

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

306.1 254.8 194.8 82.5 87.7

(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すべての負債を

対象としております。 
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(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22年３月期)の期末配当金につきましては、１株当たり50円とさせていただく予定であ

ります。 

また、次期(平成23年３月期)の配当につきましても、上記の基本方針に従い、当期と同額の１株

当たり年間100円(うち中間配当金50円)とすることを予定しております。 

 

 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書(平成21年６月26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。 

 

 

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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 154,613 187,471

受取手形及び売掛金 48,756 67,161

有価証券 2,821 1,811

商品及び製品 60,431 50,356

仕掛品 5,131 10,226

原材料及び貯蔵品 70,788 65,689

繰延税金資産 9,379 9,973

その他 12,469 5,490

貸倒引当金 △1,044 △1,651

流動資産合計 363,347 396,530

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 76,218 85,841

減価償却累計額 △35,275 △39,814

建物及び構築物（純額） 40,942 46,027

機械装置及び運搬具 72,874 75,379

減価償却累計額 △52,966 △55,745

機械装置及び運搬具（純額） 19,907 19,633

工具、器具及び備品 57,873 59,393

減価償却累計額 △50,642 △53,256

工具、器具及び備品（純額） 7,230 6,136

土地 19,942 21,129

建設仮勘定 6,317 2,168

有形固定資産合計 94,340 95,096

無形固定資産   

借地権 4,135 4,191

その他 3,039 1,869

無形固定資産合計 7,175 6,061

投資その他の資産   

投資有価証券 31,067 35,116

繰延税金資産 10,350 10,002

保険積立金 94,442 90,472

その他 8,037 5,654

貸倒引当金 △1,092 △1,314

投資その他の資産合計 142,805 139,931

固定資産合計 244,321 241,089

資産合計 607,669 637,620
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,924 30,042

短期借入金 22,824 29,001

未払法人税等 2,014 6,583

その他 18,656 23,415

流動負債合計 71,419 89,043

固定負債   

社債 5,000 －

長期借入金 10,160 3,824

退職給付引当金 22,943 24,773

役員退職慰労引当金 730 705

その他 7,917 8,574

固定負債合計 46,752 37,877

負債合計 118,171 126,920

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 433,698 446,985

自己株式 △43,180 △43,193

株主資本合計 524,201 537,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △695 606

為替換算調整勘定 △35,893 △28,867

評価・換算差額等合計 △36,588 △28,260

少数株主持分 1,885 1,485

純資産合計 489,497 510,699

負債純資産合計 607,669 637,620
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 283,436 220,906

売上原価 155,894 131,523

売上総利益 127,541 89,382

販売費及び一般管理費 77,816 63,815

営業利益 49,725 25,567

営業外収益   

受取利息 4,284 2,604

受取配当金 388 363

保険配当金 386 357

為替差益 － 1,166

その他 1,445 1,196

営業外収益合計 6,505 5,688

営業外費用   

支払利息 394 502

売上割引 245 107

為替差損 6,168 －

寄付金 180 －

その他 357 126

営業外費用合計 7,347 735

経常利益 48,883 30,519

特別利益   

固定資産売却益 135 249

投資有価証券売却益 32 9

受取和解金 － 74

その他 108 137

特別利益合計 276 470

特別損失   

固定資産除却損 166 132

投資有価証券売却損 68 10

投資有価証券評価損 3,365 261

減損損失 3,856 374

その他 498 395

特別損失合計 7,956 1,173

税金等調整前当期純利益 41,204 29,816

法人税、住民税及び事業税 10,952 10,498

法人税等調整額 4,218 139

法人税等合計 15,170 10,638

少数株主利益又は少数株主損失（△） 55 △415

当期純利益 25,978 19,593
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 61,005 61,005

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 61,005 61,005

資本剰余金   

前期末残高 72,677 72,677

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 72,677 72,677

利益剰余金   

前期末残高 415,569 433,698

当期変動額   

剰余金の配当 △8,230 △7,544

当期純利益 25,978 19,593

自己株式の処分 △2 △0

連結範囲の変動 384 1,237

当期変動額合計 18,129 13,286

当期末残高 433,698 446,985

自己株式   

前期末残高 △43,167 △43,180

当期変動額   

自己株式の取得 △23 △13

自己株式の処分 10 0

当期変動額合計 △12 △13

当期末残高 △43,180 △43,193

株主資本合計   

前期末残高 506,085 524,201

当期変動額   

剰余金の配当 △8,230 △7,544

当期純利益 25,978 19,593

自己株式の取得 △23 △13

自己株式の処分 8 0

連結範囲の変動 384 1,237

当期変動額合計 18,116 13,273

当期末残高 524,201 537,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,308 △695

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,003 1,302

当期変動額合計 △5,003 1,302

当期末残高 △695 606
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

為替換算調整勘定   

前期末残高 6,515 △35,893

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42,408 7,025

当期変動額合計 △42,408 7,025

当期末残高 △35,893 △28,867

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,823 △36,588

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,412 8,327

当期変動額合計 △47,412 8,327

当期末残高 △36,588 △28,260

少数株主持分   

前期末残高 2,973 1,885

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,088 △399

当期変動額合計 △1,088 △399

当期末残高 1,885 1,485

純資産合計   

前期末残高 519,881 489,497

当期変動額   

剰余金の配当 △8,230 △7,544

当期純利益 25,978 19,593

自己株式の取得 △23 △13

自己株式の処分 8 0

連結範囲の変動 384 1,237

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,500 7,928

当期変動額合計 △30,384 21,201

当期末残高 489,497 510,699
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 41,204 29,816

減価償却費 13,536 11,594

減損損失 3,856 374

貸倒引当金の増減額（△は減少） 318 820

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 50 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 549 1,853

受取利息及び受取配当金 △4,673 △2,967

支払利息 394 502

為替差損益（△は益） 1,369 285

投資有価証券売却損益（△は益） 36 1

投資有価証券評価損益（△は益） 3,365 261

売上債権の増減額（△は増加） 34,748 △17,706

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,983 12,499

仕入債務の増減額（△は減少） △11,857 △486

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,818 7,586

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,602 743

その他 △0 542

小計 57,494 45,697

利息及び配当金の受取額 4,704 3,154

利息の支払額 △435 △477

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △25,833 △6,553

その他 － 41

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,929 41,862

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 △13,728 △55,694

定期預金の払戻による収入 5,904 40,863

有価証券の取得による支出 △920 △7,493

有価証券の売却による収入 30 7,697

有形固定資産の取得による支出 △17,573 △10,744

投資有価証券の取得による支出 △837 △2,097

投資有価証券の売却による収入 1,124 32

貸付けによる支出 △410 △2,192

貸付金の回収による収入 213 1,551

保険積立金の積立による支出 △10,507 △5,454

保険積立金の払戻による収入 10,450 9,424

その他 △1,126 386

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,381 △23,720
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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） △930 △180

長期借入れによる収入 9,255 1,900

長期借入金の返済による支出 △6,517 △1,877

社債の償還による支出 △425 △100

配当金の支払額 △8,228 △7,548

その他 △31 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,877 △7,822

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,635 4,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,964 14,508

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期末残高 119,907 137,138
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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 

連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数33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 18社 

ＳＭＣ 広州及びＳＭＣ チェコは、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。 

 

なお、上記の重要な事項以外は、 近の有価証券報告書(平成21年６月26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 

(退職給付に係る会計基準) 

当社は、当連結会計年度より「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)(企業会計基準第

19号 平成20年７月31日)を適用しております。 

数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益に与える影響はありません。 
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(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21年３月31日) 

 
当連結会計年度 

(平成22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) 8,862百万円

投資その他の資産の 
その他(出資金) 

2,217百万円

 

※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) 9,917百万円

投資その他の資産の 
その他(出資金) 

1百万円

 
※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
 

※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 878百万円

負ののれん 322百万円

差引 556百万円
     

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
は、次のとおりであります。 

給料及び手当 28,269百万円

賞与 4,086百万円

退職給付費用 1,062百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
は、次のとおりであります。 

給料及び手当 24,120百万円

賞与 3,827百万円

退職給付費用 1,156百万円

貸倒引当金繰入額 1,052百万円
 

※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
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費 

 13,163百万円
 

※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。 

※３ 減損損失 

当連結会計年度において、以下の資産について
減損損失を計上しております。 

対 象 会 社 ＡＰテック 

種    類 のれん 

減 損 損 失 374百万円 

当社グループは、事業用資産については、継続
的かつ合理的な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の認識の判定をし
ております。 

上記資産については、株式取得時以後想定して
いた対象会社の収益計画について、事業環境の悪
化に鑑みて見直しを行った結果、期待される収益
水準が低下したため、当該資産の帳簿価額を回収
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、当該のれんの回収可能価額は、対象会社
の見直し後の収益計画に基づき測定しておりま
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によるものであり、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 

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

 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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 3,279,345 1,305 35 3,280,615

(注) 自己株式の増加1,305株は単元未満株式の買取りによるものであり、自己株式の減少35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21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 4,115 60 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月４日 
取締役会 

普通株式 3,429 50 平成21年９月30日 平成21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22年６月29日 
定時株主総会(案) 

普通株式 利益剰余金 3,429 50 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 154,613百万円

預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金 

△35,516百万円

取得日から３ヵ月以内に償還期限
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
 

現金及び預金勘定 187,471百万円

預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金 

△51,145百万円

取得日から３ヵ月以内に償還期限
の到来する短期投資等 
(有価証券) 

811百万円

現金及び現金同等物 137,138百万円
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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20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21

年４月１日 至 平成22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

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 86,807 31,914 38,030 55,207 8,946 220,906 － 220,906

 (2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

65,480 508 460 14,272 105 80,827 (80,827) －

計 152,287 32,422 38,490 69,480 9,052 301,733 (80,827) 220,906

 営業費用 136,782 31,655 38,909 60,590 8,160 276,098 (80,759) 195,338

 営業利益又は営業損失(△) 15,505 766 △419 8,889 891 25,634 (67) 25,567

Ⅱ 資産 334,182 43,422 58,995 183,904 20,997 641,503 (3,883) 637,620

 
(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 2,502百万円、当連結会計年度 2,815百万円であります。 

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 

157,580百万円、当連結会計年度 164,449百万円であります。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(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

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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） 30,615 39,945 56,458 9,481 136,500

Ⅱ 連結売上高（百万円）  220,906

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

13.9 18.1 25.5 4.3 61.8

 

(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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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
 

１株当たり純資産額 7,424円16銭

１株当たり当期純利益金額 285円67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21年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 489,497 510,699

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 1,885 1,485

 （うち少数株主持分）（百万円） (1,885) (1,485)

普通株式に係る当期末の純資産額（百万円） 487,612 509,214

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） 

68,590 68,588

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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

当期純利益（百万円） 25,978 19,593

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） 25,978 19,593

普通株式の期中平均株式数（千株） 68,590 68,589
   

 

(開示の省略) 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職

給付、賃貸等不動産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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 39,304 47,672

受取手形 10,800 11,034

売掛金 34,998 54,880

有価証券 1,965 1,811

商品及び製品 26,393 16,418

仕掛品 1,507 6,195

原材料及び貯蔵品 51,137 47,512

前渡金 301 135

前払費用 21 10

繰延税金資産 3,404 4,861

関係会社短期貸付金 1,193 1,402

未収入金 10,026 5,876

その他 1,394 921

貸倒引当金 △572 △1,308

流動資産合計 181,875 197,424

固定資産   

有形固定資産   

建物 36,532 37,731

減価償却累計額 △20,309 △21,469

建物（純額） 16,223 16,261

構築物 2,011 2,076

減価償却累計額 △1,550 △1,609

構築物（純額） 460 467

機械及び装置 44,001 42,785

減価償却累計額 △34,663 △35,059

機械及び装置（純額） 9,337 7,725

車両運搬具 608 605

減価償却累計額 △528 △564

車両運搬具（純額） 79 41

工具、器具及び備品 46,810 47,184

減価償却累計額 △42,848 △44,617

工具、器具及び備品（純額） 3,962 2,566

土地 11,393 11,559

建設仮勘定 900 379

有形固定資産合計 42,358 39,000

無形固定資産   

特許権 8 7

ソフトウエア 1,126 802

その他 82 81

無形固定資産合計 1,218 891
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 21,720 24,375

関係会社株式 72,233 75,878

出資金 1 1

関係会社出資金 45,150 45,150

破産更生債権等 485 537

長期前払費用 392 234

繰延税金資産 9,949 9,580

敷金及び保証金 1,117 1,102

保険積立金 94,391 90,416

その他 1,561 1,486

貸倒引当金 △393 △411

投資その他の資産合計 246,607 248,350

固定資産合計 290,184 288,242

資産合計 472,060 485,667

負債の部   

流動負債   

支払手形 23 5

買掛金 27,593 31,893

短期借入金 20,000 20,000

1年内償還予定の社債 － 5,000

1年内返済予定の長期借入金 700 6,955

未払金 1,611 1,960

未払法人税等 － 3,837

未払消費税等 － 269

未払費用 6,746 6,937

預り金 191 455

設備関係未払金 1,728 1,897

その他 20 32

流動負債合計 58,613 79,243

固定負債   

社債 5,000 －

長期借入金 7,155 900

退職給付引当金 21,807 23,744

役員退職慰労引当金 530 524

長期預り保証金 4,234 4,303

固定負債合計 38,728 29,472

負債合計 97,341 108,716
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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 144 144

資産圧縮積立金 149 139

別途積立金 250,250 250,250

繰越利益剰余金 19,146 20,325

利益剰余金合計 284,941 286,111

自己株式 △43,180 △43,193

株主資本合計 375,343 376,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △624 451

評価・換算差額等合計 △624 451

純資産合計 374,718 376,950

負債純資産合計 472,060 485,667
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 185,813 142,068

売上原価 129,603 105,879

売上総利益 56,209 36,188

販売費及び一般管理費 25,847 22,593

営業利益 30,361 13,594

営業外収益   

受取利息 930 602

受取配当金 5,399 341

保険配当金 378 353

その他 1,064 675

営業外収益合計 7,773 1,972

営業外費用   

支払利息 266 382

社債利息 59 45

売上割引 164 49

為替差損 4,266 798

寄付金 180 －

その他 6 6

営業外費用合計 4,943 1,282

経常利益 33,191 14,284

特別利益   

投資有価証券売却益 32 9

貸倒引当金戻入額 137 －

償却債権取立益 － 45

その他 0 2

特別利益合計 169 56

特別損失   

固定資産除却損 131 101

投資有価証券売却損 38 10

投資有価証券評価損 2,965 136

貸倒引当金繰入額 － 48

関係会社株式評価損 2,472 71

訴訟関連損失 － 78

その他 188 0

特別損失合計 5,795 447

税引前当期純利益 27,564 13,894

法人税、住民税及び事業税 6,383 6,985

法人税等調整額 3,645 △1,805

法人税等合計 10,028 5,179

当期純利益 17,536 8,714
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 61,005 61,005

当期変動額   

当期変動額合計 － －

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

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 72,576 72,576

資本剰余金合計   

前期末残高 72,576 72,576

当期変動額   

当期変動額合計 － －

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

当期変動額   

当期変動額合計 － －

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 161 144

当期変動額   

特別償却準備金の積立 22 42

特別償却準備金の取崩 △39 △42

当期変動額合計 △16 0

当期末残高 144 144

資産圧縮積立金   

前期末残高 30 149

当期変動額   

資産圧縮積立金の積立 119 －

資産圧縮積立金の取崩 － △9

当期変動額合計 119 △9

当期末残高 149 139

配当準備積立金   

前期末残高 1,270 －

当期変動額   

配当準備積立金の取崩 △1,270 －

当期変動額合計 △1,270 －

当期末残高 － －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 215,250 250,250

当期変動額   

別途積立金の積立 35,000 －

当期変動額合計 35,000 －

当期末残高 250,250 250,250

繰越利益剰余金   

前期末残高 43,676 19,146

当期変動額   

特別償却準備金の積立 △22 △42

特別償却準備金の取崩 39 42

資産圧縮積立金の積立 △119 －

資産圧縮積立金の取崩 － 9

配当準備積立金の取崩 1,270 －

別途積立金の積立 △35,000 －

剰余金の配当 △8,230 △7,544

当期純利益 17,536 8,714

自己株式の処分 △2 △0

当期変動額合計 △24,529 1,178

当期末残高 19,146 20,325

利益剰余金合計   

前期末残高 275,638 284,941

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 － －

資産圧縮積立金の取崩 － －

配当準備積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △8,230 △7,544

当期純利益 17,536 8,714

自己株式の処分 △2 △0

当期変動額合計 9,303 1,169

当期末残高 284,941 286,111

自己株式   

前期末残高 △43,167 △43,180

当期変動額   

自己株式の取得 △23 △13

自己株式の処分 10 0

当期変動額合計 △12 △13

当期末残高 △43,180 △43,193
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 366,052 375,343

当期変動額   

剰余金の配当 △8,230 △7,544

当期純利益 17,536 8,714

自己株式の取得 △23 △13

自己株式の処分 8 0

当期変動額合計 9,290 1,156

当期末残高 375,343 376,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,348 △624

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,972 1,075

当期変動額合計 △4,972 1,075

当期末残高 △624 451

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,348 △624

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,972 1,075

当期変動額合計 △4,972 1,075

当期末残高 △624 451

純資産合計   

前期末残高 370,401 374,718

当期変動額   

剰余金の配当 △8,230 △7,544

当期純利益 17,536 8,714

自己株式の取得 △23 △13

自己株式の処分 8 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,972 1,075

当期変動額合計 4,317 2,231

当期末残高 374,718 376,950
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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22年６月29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。 
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平成２２年３月期実績及び平成２３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22年３月期 

(実 績) 

平成23年３月期 

(予 想) 

平成22年３月期 

(実 績) 

平成23年３月期 

(予 想) 

売 上 高 220,906 280,000 142,068 190,000

営 業 利 益 25,567 53,000 13,594 35,000

経 常 利 益 30,519 56,000 14,284 36,000

当 期 純 利 益 19,593 35,000 8,714 21,000

１ 株 当 た り 

当 期 純 利 益 
285円67銭 510円28銭 127円05銭 306円17銭

２．設備投資額、減価償却費及び研究開発費 

(単位：百万円) 

連  結 個  別  

平成22年３月期 

(実 績) 

平成23年３月期 

(予 想) 

平成22年３月期 

(実 績) 

平成23年３月期 

(予 想) 

設 備 投 資 額 9,560 13,000 3,219 7,200

前 期 比 △40.5% 36.0% △53.6% 123.7% 

減価償却費(有形) 10,926 11,800 6,297 6,500

前 期 比 △14.1% 8.0% △17.6% 3.2%

研 究 開 発 費 13,163 13,600 12,393 12,600

前 期 比 △14.0% 3.3% △12.7% 1.7%

３．期末又は期中平均従業員数 

(単位：人) 

連  結 個  別  

平成22年３月期 
(実 績) 

前期(末)比増減数 
平成22年３月期 

(実 績) 
前期(末)比増減数 

社 員 (期末) 15,170 △218 5,606 130

臨 時 従 業 員 
(期 中 平 均) 

3,560 △999 2,294 △320

４．主要為替レートの実績及び予想 

平成22年３月期(実績) 平成23年３月期   

平均レート 期末日レート 予想レート  

Ｕ Ｓ ＄ 92円91銭 93円04銭 90円  

Ｅ Ｕ Ｒ 131円17銭 124円90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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