
 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 
 

 

 
 
 

 

 

 
  

(％表示は、対前期増減率) 

 

 

 

平成24年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年２月10日

上 場 会 社 名 ＳＭＣ株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6273 URL http://www.smcworld.com/ir.htm

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 丸山 勝徳
問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長 (氏名) 薄井 郁二  TEL 03-5207-8271

四半期報告書提出予定日 平成24年２月13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．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日）

（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 ％

24年３月期第３四半期 250,888 4.1 73,001 12.5 69,935 13.5 44,429 9.7

23年３月期第３四半期 241,101 58.8 64,868 439.8 61,632 302.5 40,516 280.9

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 21,464百万円(2.2％) 23年３月期第３四半期 20,998百万円(― ％)

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

24年３月期第３四半期 647.77 ―
23年３月期第３四半期 590.71 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 711,112 550,663 77.2
23年３月期 716,174 537,456 74.8

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 549,015百万円 23年３月期 535,779百万円

２．配当の状況

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

23年３月期 ― 50.00 ― 60.00 110.00

24年３月期 ― 60.00 ―

24年３月期(予想) 60.00 120.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成23年３月期期末及び平成24年３月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当19円00銭、特別配当41円00銭

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

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 330,000 1.5 85,000 3.7 81,000 △2.2 53,000 11.0 772.73

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

※ 詳細は、添付資料P２「２．サマリー情報(その他)に関する事項 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の

適用」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 71,869,359株 23年３月期 71,869,359株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 3,282,567株 23年３月期 3,281,777株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 68,587,338株 23年３月期３Ｑ 68,588,321株

※ 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連結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、今後の様々な要因により大きく

異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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23年４月１日から平成23年12月31日まで)においては、欧州債

務危機の深刻化、中国の金融引き締め、タイの大規模な水害の影響等により世界的な景気減速傾

向が強まる中、円高の長期化やアジア経済の減速の影響を受け、わが国景気の回復ペースも鈍化

いたしました。 

自動制御機器事業の事業環境は、海外においては主に自動車産業の設備投資に伴う需要が増加

し、国内においては自動車関連向け及び工作機械関連向け需要が堅調に推移いたしました。 

このような状況の中で当社グループは、世界各地域での市場シェア向上のため拡販体制の充実

を図るとともに、国内外の生産拠点での製造基盤の整備を引き続き進めてまいりました。また、

事業活動全般に亘る経費の徹底的な削減にも継続して取り組んでまいりました 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は250,888百万円(前年同期比4.1％増)とな

りました。また、増収に伴う利益の増加を主因として営業利益は73,001百万円(同12.5％増)、金

融収支の改善などにより経常利益は69,935百万円(同13.5％増)となり、投資有価証券評価損2,721

百万円並びに新企業年金制度への移行に伴う退職給付制度改定損7,746百万円及び厚生年金基金代

行返上益11,167百万円をそれぞれ計上したことにより四半期純利益は44,429百万円(同9.7％増)と

なりました。 

 

(2) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年11月９日に公表いたしました平成24年３月期に係る業績予想から修正は行っておりま

せん。 
 

 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 

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。 
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 227,325 201,543

受取手形及び売掛金 84,245 80,154

有価証券 812 3,052

商品及び製品 55,134 66,233

仕掛品 10,476 12,110

原材料及び貯蔵品 74,581 89,624

その他 19,891 21,835

貸倒引当金 △2,349 △1,648

流動資産合計 470,117 472,907

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 43,586 39,598

機械装置及び運搬具（純額） 18,578 20,279

土地 23,820 22,910

その他（純額） 9,804 10,010

有形固定資産合計 95,790 92,798

無形固定資産   

借地権 2,044 1,925

その他 1,354 1,016

無形固定資産合計 3,398 2,941

投資その他の資産   

投資有価証券 37,125 28,130

保険積立金 95,094 99,255

その他 15,690 16,098

貸倒引当金 △1,042 △1,019

投資その他の資産合計 146,868 142,464

固定資産合計 246,056 238,205

資産合計 716,174 711,112
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 50,772 63,443

短期借入金 22,646 23,283

未払法人税等 29,854 11,884

引当金 － 5,458

その他 27,890 21,548

流動負債合計 131,165 125,618

固定負債   

長期借入金 10,431 9,919

退職給付引当金 26,641 12,062

役員退職慰労引当金 706 712

その他 9,773 12,136

固定負債合計 47,552 34,830

負債合計 178,717 160,449

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 487,886 524,085

自己株式 △43,207 △43,217

株主資本合計 578,362 614,551

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 374 618

為替換算調整勘定 △42,956 △66,154

その他の包括利益累計額合計 △42,582 △65,535

少数株主持分 1,677 1,648

純資産合計 537,456 550,663

負債純資産合計 716,174 711,112
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 241,101 250,888

売上原価 125,774 127,113

売上総利益 115,327 123,775

販売費及び一般管理費 50,458 50,773

営業利益 64,868 73,001

営業外収益   

受取利息 2,419 2,716

その他 1,752 1,567

営業外収益合計 4,171 4,284

営業外費用   

支払利息 294 259

売上割引 113 133

為替差損 6,954 6,851

その他 45 106

営業外費用合計 7,408 7,351

経常利益 61,632 69,935

特別利益   

固定資産売却益 342 93

厚生年金基金代行返上益 － 11,167

その他 36 21

特別利益合計 378 11,282

特別損失   

固定資産除却損 109 139

投資有価証券評価損 2 2,721

貸倒引当金繰入額 27 －

退職給付制度改定損 － 7,746

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 182 －

その他 93 76

特別損失合計 414 10,684

税金等調整前四半期純利益 61,596 70,533

法人税等 21,014 26,078

少数株主損益調整前四半期純利益 40,581 44,454

少数株主利益 65 25

四半期純利益 40,516 44,429
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 四半期連結包括利益計算書 
 (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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 40,581 44,454

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △342 226

為替換算調整勘定 △19,240 △23,217

その他の包括利益合計 △19,582 △22,990

四半期包括利益 20,998 21,464

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 20,950 21,476

少数株主に係る四半期包括利益 48 △12
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 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。 

 

- 7 -

ＳＭＣ㈱(6273)平成24年３月期 第３四半期決算短信



４.補足情報 

(1) 所在地別売上高及び営業利益 
(単位：百万円) 

平成24年３月期第３四半期 

 
日本 北米 欧州 アジア その他 計 

消去 
又は全社 

連結 

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 101,476 33,348 39,545 68,052 8,465 250,888 － 250,888

(2)所在地間の内部売上高 
又は振替高 

92,784 655 1,066 24,821 17 119,345 (119,345) －

計 194,261 34,003 40,612 92,873 8,483 370,234 (119,345) 250,888

営業利益 48,742 5,411 5,414 16,768 1,113 77,450 (4,448) 73,001

 

(2) 平成24年３月期 設備投資額等予想 
(単位：百万円) 

平成24年３月期第３四半期(実績) 平成24年３月期(予想)  

金額 
対前年同四半期

増減率 
金額 対前期増減率 

設 備 投 資 額 10,218 △4.7％ 15,000 7.0％ 

減価償却費(有形) 8,172 7.5％ 11,500 11.7％ 

研 究 開 発 費 10,112 1.7％ 14,600 6.0％ 

 

(3) 従業員数 
(単位：人) 

 平成24年３月期第３四半期 前期(末)比増減 

従 業 員(期   末) 15,504 199 

臨時従業員(期中平均) 5,102 785 

 

以 上 
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