
  

   

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 

  

        

平成23年3月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年7月29日

上場会社名 住友精密工業株式会社 上場取引所  東・大 

コード番号 6355 ＵＲＬ  http://www.spp.co.jp 

代表者          （役職名）代表取締役社長 （氏名）神永 晉 

問合せ先責任者  （役職名）管理部長 （氏名）岩下 繁基 （ＴＥＬ）  06（6489）5816 

四半期報告書提出予定日 平成22年8月12日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  11,477  49.8  △457 ―  △829 ―  △650 ― 

22年3月期第１四半期  7,662  △33.6  △737 ―  △668 ―  △588 ― 

  
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 

23年3月期第１四半期  △12  28 ―      

22年3月期第１四半期  △11  10 ― 

  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 

23年3月期第１四半期  78,499  22,872  29.1  431  67

22年3月期  81,282  23,914  29.4  451  28

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 22,872百万円 22年3月期 23,914百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期 ―        3 00 ―      2 00  5  00

23年3月期 ―      

23年3月期（予想）  3 50 ―      3 50  7  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  24,500 33.8  350 ―  0 ―  △100 ― △1  89

通期  56,000 30.9  2,300 ―  1,500 ―  850 ―  16  04



４．その他（詳細は、［添付資料］２「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      ―  社      除外      ―  社   

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）2 ページ「連

結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 53,167,798株 22年3月期 53,167,798株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 181,643株 22年3月期 175,889株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 52,988,324株 22年3月期１Ｑ 53,011,069株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、一部で景気の持ち直しの動きがみられるものの、本格的な民間設備投資等の

回復には至っておらず、依然として厳しい雇用情勢を背景として、個人消費も伸び悩んでおり、先行きは不透明な状

況にあります。 

このような環境下にありまして、当社グループは一体となりまして各分野の受注確保と拡販に努めるとともに、新製

品の開発と用途拡大に取り組んでまいりました結果、昨年10月実施の事業買収の効果もあり、当社グループの当第１

四半期の売上高は、前年同期比49.8％増加し、11,477百万円となりましたが、営業損益、経常損益につきましては、

景気低迷の影響もあり、それぞれ△457百万円（前年同期△737百万円)、△829百万円(前年同期△668百万円）、第１

四半期純損益は△650百万円（前年同期△588百万円）となっております。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期の総資産は、前期末と比べ2,783百万円減少し、78,499百万円となりました。また、負債合計は、前

期末に比べ1,741百万円減少し、55,627百万円となりました。なお、純資産は22,872百万円となり、自己資本比率は

前期末に比べ0.3ポイント悪化し、29.1%となっております。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結の業績に関しましては、第2四半期累計期間及び通期におきまして修正がございます。 

 詳細につきましては、同日発表いたしました「営業外費用(為替差額)並びに特別損失の発生及び業績予想の修正に

関するお知らせ」をご覧ください。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

当第１四半期において重要な子会社の異動はございません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

影響額が僅少なものにつき、簡便的な方法を採用しております。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。  

 これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ1百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は49百万円増加してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は113百万円であります。 

  

  

  

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,512 4,897

受取手形及び売掛金 16,824 21,317

製品 5,006 5,177

仕掛品 10,891 10,714

原材料及び貯蔵品 7,190 7,191

その他 4,027 4,508

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 51,451 53,806

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,703 9,754

その他（純額） 9,858 10,178

有形固定資産合計 19,562 19,933

無形固定資産   

のれん 1,682 1,776

その他 1,002 1,065

無形固定資産合計 2,684 2,842

投資その他の資産 4,801 4,701

固定資産合計 27,048 27,476

資産合計 78,499 81,282

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,952 9,786

短期借入金 20,110 19,731

1年内償還予定の新株予約権付社債 4,995 4,995

1年内返済予定の長期借入金 2,329 2,229

未払法人税等 112 93

賞与引当金 551 1,074

その他 4,989 5,266

流動負債合計 42,041 43,176

固定負債   

長期借入金 11,688 12,263

退職給付引当金 46 44

資産除去債務 114 －

その他 1,736 1,884

固定負債合計 13,585 14,192

負債合計 55,627 57,368



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,311 10,311

資本剰余金 11,332 11,332

利益剰余金 902 1,659

自己株式 △75 △74

株主資本合計 22,471 23,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 157 222

繰延ヘッジ損益 － 38

為替換算調整勘定 243 423

評価・換算差額等合計 400 684

純資産合計 22,872 23,914

負債純資産合計 78,499 81,282



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 7,662 11,477

売上原価 6,201 9,288

売上総利益 1,460 2,189

販売費及び一般管理費 2,197 2,647

営業損失（△） △737 △457

営業外収益   

受取利息 7 52

受取配当金 29 17

為替差益 159 －

持分法による投資利益 － 42

その他 8 40

営業外収益合計 205 153

営業外費用   

支払利息 89 121

持分法による投資損失 24 －

為替差損 － 390

固定資産廃却損 8 1

その他 14 11

営業外費用合計 136 524

経常損失（△） △668 △829

特別損失   

事業構造改善費用 － 98

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 47

特別損失合計 － 146

税金等調整前四半期純損失（△） △668 △975

法人税、住民税及び事業税 42 89

法人税等調整額 △122 △414

法人税等合計 △80 △324

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △650

四半期純損失（△） △588 △650



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △668 △975

減価償却費 627 681

のれん償却額 9 47

賞与引当金の増減額（△は減少） △569 △523

退職給付引当金の増減額（△は減少） 79 2

受取利息及び受取配当金 △37 △69

支払利息 89 121

為替差損益（△は益） △216 189

持分法による投資損益（△は益） 24 △42

固定資産廃却損 8 1

売上債権の増減額（△は増加） 4,235 4,425

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,401 △126

仕入債務の増減額（△は減少） △1,819 △784

その他の資産の増減額（△は増加） 352 268

その他の負債の増減額（△は減少） △317 △284

小計 △604 2,930

利息及び配当金の受取額 43 68

利息の支払額 △121 △136

法人税等の支払額 △68 △68

営業活動によるキャッシュ・フロー △750 2,793

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △574 △207

有形固定資産の売却による収入 － 97

無形固定資産の取得による支出 △23 △0

関連会社の有償減資による収入 810 －

その他 314 62

投資活動によるキャッシュ・フロー 527 △48

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） △202 573

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △555 △555

リース債務の返済による支出 △8 △43

配当金の支払額 △132 △105

その他 0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △898 △32

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,106 2,695

現金及び現金同等物の期首残高 7,888 4,766

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,782 7,461



該当事項はありません。  

  

  

［事業の種類別セグメント情報］  

前第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） 

  

［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21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が９０％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

［海外売上高］ 

前第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） 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
航空宇宙油機事業

（百万円） 

熱交換器その他
の産業機器事業 

（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 4,172 3,489 7,662  － 7,662 

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － －  －

  計 4,172 3,489 7,662  － 7,662 

 営業損失(△) △142 △594 △737 － △737 

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）          1,225 1,003 506 143 2,878 

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － －  －  7,662 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
16.0 13.1 6.6 1.9 37.6 



［セグメント情報］ 

1.報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントにつきましては、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社においては、グループ各社との協力のもとに受注形態をはじめ、製造プロセス、製品及びサービス内容ほか

の特性に応じた事業活動を展開しており、これに基づき、「航空宇宙関連事業」と「産業機器事業」のそれぞれを

報告セグメントとするものであります。 

 「航空宇宙関連事業」はプロペラ系統機器、降着装置系統機器、熱制御系統機器、空圧・空調系統機器、宇宙用

機器、油圧ポンプ・バルブ類その他の油圧装置類などを生産しており、「産業機器事業」は、液化天然ガス気化装

置、アルミ製プレートフィン型熱交換器、ステンレス製コンパクト熱交換器、低騒音ファン、ヒートシンク、オゾ

ン処理システム、紫外線照射装置、促進酸化装置、半導体・液晶製造装置、プラズマプロセス装置、真空機器など

を生産しております。 

 尚、前期までの「事業の種類別セグメント情報」における「航空宇宙油機事業」「熱交換器その他の産業機器事

業」の区分からの、内容等の変更はございません。 

  

2.報告セグメントの売上高及び損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

  

                              

 3．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

  

(追加情報）  

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

 

  

該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント

航空宇宙関連事業   産業機器事業  計

売上高       

外部顧客への売上高 4,376 7,101 11,477 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
― ― ― 

計 4,376 7,101 11,477 

セグメント損失(△) 

(営業損失)  
△152 △305 △457 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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