
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
  

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)
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(百万円未満切捨て)

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

24年３月期 341,864 5.2 88,069 7.4 91,405 10.3 59,279 24.1
23年３月期 325,116 47.2 81,970 220.6 82,861 171.5 47,759 143.7

(注) 包括利益 24年３月期 57,896百万円( 72.2％) 23年３月期 33,630百万円( 22.4％)

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 ％ ％ ％

24年３月期 864.29 － 10.6 12.6 25.8
23年３月期 696.32 － 9.1 12.2 25.2

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 －百万円 23年３月期 －百万円

（２）連結財政状態

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

24年３月期 737,957 587,093 79.3 8,534.57
23年３月期 716,174 537,456 74.8 7,811.61

(参考) 自己資本 24年３月期 585,356百万円 23年３月期 535,779百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

24年３月期 18,025 △13,791 △8,243 159,224
23年３月期 73,758 △27,253 △11,570 165,830

２．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

23年３月期 － 50.00 － 60.00 110.00 7,544 15.8 1.4
24年３月期 － 60.00 － 70.00 130.00 8,916 15.0 1.6

25年３月期(予想) － 70.00 － 70.00 140.00 15.5

(注) 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
   24年３月期期末配当金の内訳 普通配当19円00銭、特別配当51円00銭

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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

第２四半期(累計) 172,000 △1.2 45,000 △17.2 46,500 △7.0 31,000 △6.3 451.98
通 期 348,000 1.8 91,000 3.3 94,000 2.8 62,000 4.6 903.96



  

 

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 

   

 

 

   

 

※ 注記事項

（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

  新規 －社 ( ) 、除外 －社 ( )

（２）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

（３）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 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 3,282,823株 23年３月期 3,281,777株

③ 期中平均株式数 24年３月期 68,587,182株 23年３月期 68,588,150株

(参考) 個別業績の概要
平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（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 ％

24年３月期 233,554 1.4 50,891 4.0 50,767 2.6 31,394 36.3
23年３月期 230,342 62.1 48,957 260.1 49,487 246.4 23,030 164.3

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

24年３月期 457.72 －
23年３月期 335.77 －

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

24年３月期 542,000 416,252 76.8 6,069.00
23年３月期 545,349 392,910 72.0 5,728.59

(参考) 自己資本 24年３月期 416,252百万円 23年３月期 392,910百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく財務諸表の監査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
1 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。
2 連結業績予想に関する事項につきましては、添付資料P2の「1.経営成績」をご参照ください。
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の概況 

当期のわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞から回復へと向かいましたが、円高進行

による企業収益への圧迫及び海外経済の減速等により、厳しい状況で推移いたしました。また、

世界経済は、債務国問題の長期化による欧州経済の停滞やこれまで牽引役であった中国をはじめ

とする新興国景気の緩やかな減速など、総じて不透明な状況で推移いたしました。 

空気圧機器の事業環境は、海外においては主に自動車産業関連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、市場シェア拡大のための拡販・流通網の拡充を図ると

ともに、国内外での生産基盤の整備に努めてまいりました。また、グループ各社が総力を挙げて

経費削減活動に継続して取り組んでまいりました。 

この結果、当期の連結売上高は3,418億64百万円(前期比5.2％増)となりました。また、増収及

び操業度の向上による利益の増加を主因として、営業利益は880億69百万円(同7.4％増)、前期に

比べて為替差損額が減少、金融収支が改善したことなどにより経常利益は914億５百万円(同

10.3％増)となり、厚生年金基金の代行返上及び新たな企業年金制度への移行に伴う特別損益の

計上などにより当期純利益は592億79百万円(同24.1％増)となりました。 

② 次期の見通し 

今後の世界経済は、米国経済の堅調な動き及び新興国経済の依然高い成長により、年度末に向

けて持ち直すものと見込まれます。このような中で当社グループは、世界各市場においてシェア

拡大のための拡販活動に注力するとともに、生産効率の向上と製品供給の安定化に引き続き取り

組んでまいります。 

次期の業績予想は下表のとおりであり、平均為替レートは、米ドル80円、ユーロ105円を前提

としております。 

(単位：百万円) 

 連 結 業 績 予 想 

第２四半期累計期間 通  期 

 対前年同四半期

増減率 

 対前期 

増減率 

売 上 高 172,000 ( △1.2％) 348,000 (1.8％) 

営業利益  45,000 (△17.2％)  91,000 (3.3％) 

経常利益  46,500 ( △7.0％)  94,000 (2.8％) 

当期純利益  31,000 ( △6.3％)  62,000 (4.6％) 
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

総資産は、たな卸資産が増加したことなどから前期末と比べて217億83百万円(3.0％)増加して

7,379億57百万円となりました。 

負債合計は、厚生年金基金の代行返上及び新たな企業年金制度への移行に伴う退職給付引当金

の減少などにより前期末と比べて278億53百万円(15.6％)減少して1,508億64百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加などにより前期末と比べて496億36百万円(9.2％)増加して5,870

億93百万円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、以下のキャッシュ・フ

ローの増減に円高に伴う為替換算差額25億97百万円を減算し、前期末比66億６百万円減の1,592

億24百万円となりました。 

(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、前期比557億32百万円減の180億25百万円となりました。こ

れは主に、退職給付引当金の減少、たな卸資産の増加、法人税等の支払額の増加等が税金等調

整前当期純利益の増加を上回ったことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、前期比134億61百万円減の137億91百万円となりました。こ

れは主に、投資有価証券の売却による収入が増加したことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、前期比33億27百万円減の82億43百万円となりました。これ

は主に、前期に社債の償還を終えたことによるものであります。 

 

(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。 

当期末の配当金につきましては、前期末に比べて10円増配の１株につき70円とし、昨年12月に

中間配当金としてお支払いしました１株につき60円と合わせて年間では130円とさせていただく予

定であります。 

また、次期の配当金につきましては、中間配当金及び期末配当金ともに当期末配当金と同額の

１株につき70円とさせていただく予定であります。 

 

 

２．経営方針 

経営方針につきましては、平成23年３月期決算短信[日本基準](連結)(平成23年５月13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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３．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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 227,325 220,366

受取手形及び売掛金 84,245 84,341

有価証券 812 3,959

商品及び製品 55,134 67,213

仕掛品 10,476 13,620

原材料及び貯蔵品 74,581 89,737

繰延税金資産 12,561 13,047

その他 7,330 10,357

貸倒引当金 △2,349 △1,620

流動資産合計 470,117 501,022

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 84,623 83,569

減価償却累計額 △41,036 △42,336

建物及び構築物（純額） 43,586 41,232

機械装置及び運搬具 75,228 81,392

減価償却累計額 △56,650 △58,172

機械装置及び運搬具（純額） 18,578 23,219

工具、器具及び備品 60,118 62,978

減価償却累計額 △54,730 △57,330

工具、器具及び備品（純額） 5,388 5,648

土地 23,820 22,434

建設仮勘定 4,416 3,104

有形固定資産合計 95,790 95,640

無形固定資産   

借地権 2,044 2,053

その他 1,354 995

無形固定資産合計 3,398 3,049

投資その他の資産   

投資有価証券 37,125 29,177

繰延税金資産 11,143 5,143

保険積立金 95,094 99,666

その他 4,547 5,138

貸倒引当金 △1,042 △879

投資その他の資産合計 146,868 138,246

固定資産合計 246,056 236,935

資産合計 716,174 737,957
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 50,772 49,278

短期借入金 22,646 23,730

未払法人税等 29,854 9,937

その他 27,890 32,798

流動負債合計 131,165 115,745

固定負債   

長期借入金 10,431 9,346

退職給付引当金 26,641 12,008

役員退職慰労引当金 706 733

その他 9,773 13,030

固定負債合計 47,552 35,119

負債合計 178,717 150,864

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 487,886 538,935

自己株式 △43,207 △43,221

株主資本合計 578,362 629,397

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 374 543

為替換算調整勘定 △42,956 △44,584

その他の包括利益累計額合計 △42,582 △44,041

少数株主持分 1,677 1,736

純資産合計 537,456 587,093

負債純資産合計 716,174 737,957
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 325,116 341,864

売上原価 175,374 183,921

売上総利益 149,742 157,942

販売費及び一般管理費 67,771 69,872

営業利益 81,970 88,069

営業外収益   

受取利息 3,325 4,094

受取配当金 381 501

保険配当金 423 430

スクラップ売却益 612 756

その他 1,316 991

営業外収益合計 6,059 6,775

営業外費用   

支払利息 386 348

売上割引 152 185

為替差損 4,530 2,686

その他 98 218

営業外費用合計 5,168 3,439

経常利益 82,861 91,405

特別利益   

固定資産売却益 346 550

投資有価証券売却益 0 126

厚生年金基金代行返上益 － 11,167

その他 22 5

特別利益合計 369 11,849

特別損失   

固定資産除却損 131 164

投資有価証券評価損 508 531

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 274 382

特別損失合計 1,096 8,825

税金等調整前当期純利益 82,134 94,430

法人税、住民税及び事業税 30,574 28,103

過年度法人税等 6,534 －

法人税等調整額 △2,925 6,957

法人税等合計 34,183 35,061

少数株主損益調整前当期純利益 47,951 59,368

少数株主利益 191 88

当期純利益 47,759 59,279
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 47,951 59,368

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △224 165

為替換算調整勘定 △14,097 △1,637

その他の包括利益合計 △14,321 △1,471

包括利益 33,630 57,896

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 33,438 57,821

少数株主に係る包括利益 192 75
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 446,985 487,886

当期変動額   

剰余金の配当 △6,858 △8,230

当期純利益 47,759 59,279

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 40,901 51,048

当期末残高 487,886 538,935

自己株式   

当期首残高 △43,193 △43,207

当期変動額   

自己株式の取得 △14 △14

自己株式の処分 － 1

当期変動額合計 △14 △13

当期末残高 △43,207 △43,221

株主資本合計   

当期首残高 537,475 578,362

当期変動額   

剰余金の配当 △6,858 △8,230

当期純利益 47,759 59,279

自己株式の取得 △14 △14

自己株式の処分 － 1

当期変動額合計 40,886 51,035

当期末残高 578,362 629,397
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 606 374

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △232 169

当期変動額合計 △232 169

当期末残高 374 543

為替換算調整勘定   

当期首残高 △28,867 △42,956

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,089 △1,628

当期変動額合計 △14,089 △1,628

当期末残高 △42,956 △44,584

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △28,260 △42,582

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,321 △1,458

当期変動額合計 △14,321 △1,458

当期末残高 △42,582 △44,041

少数株主持分   

当期首残高 1,485 1,677

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 192 59

当期変動額合計 192 59

当期末残高 1,677 1,736

純資産合計   

当期首残高 510,699 537,456

当期変動額   

剰余金の配当 △6,858 △8,230

当期純利益 47,759 59,279

自己株式の取得 △14 △14

自己株式の処分 － 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,129 △1,398

当期変動額合計 26,757 49,636

当期末残高 537,456 587,093
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 82,134 94,430

減価償却費 10,803 12,236

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 182 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 495 △849

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 30

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,905 △14,598

退職給付制度変更差額 － 15,089

受取利息及び受取配当金 △3,707 △4,596

支払利息 386 348

為替差損益（△は益） 908 1,394

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △125

投資有価証券評価損益（△は益） 508 531

厚生年金基金代行返上損益（△は益） － △11,167

退職給付制度改定損 － 7,746

売上債権の増減額（△は増加） △20,027 △753

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,904 △30,272

仕入債務の増減額（△は減少） 24,277 △21

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,777 △3,022

その他の流動負債の増減額（△は減少） 7,666 5,106

その他 753 △274

小計 84,610 71,233

利息及び配当金の受取額 3,514 4,692

利息の支払額 △393 △346

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △13,955 △47,631

退職給付制度改定に伴う支払額 － △9,921

その他 △17 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,758 18,025

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 △65,596 △29,830

定期預金の払戻による収入 52,984 29,694

有価証券の取得による支出 － △1,000

有価証券の売却による収入 1,000 －

有形固定資産の取得による支出 △11,672 △13,485

投資有価証券の取得による支出 △3,000 △1,570

投資有価証券の売却による収入 49 6,089

貸付けによる支出 △184 △319

貸付金の回収による収入 892 25

保険積立金の積立による支出 △6,331 △7,058

保険積立金の払戻による収入 1,709 2,487

その他 2,895 1,175

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,253 △13,791
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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） 340 40

長期借入れによる収入 8,155 1,600

長期借入金の返済による支出 △8,240 △1,639

社債の償還による支出 △5,000 －

配当金の支払額 △6,860 △8,223

その他 34 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,570 △8,243

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,241 △2,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,692 △6,606

現金及び現金同等物の期首残高 137,138 165,830

現金及び現金同等物の期末残高 165,830 159,224
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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) 追加情報 

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用) 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月

４日)を適用しております。 

なお、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号)に

基づき、当連結会計年度の「貸倒引当金戻入額」は、「販売費及び一般管理費」及び「営業外収

益(その他)」に計上しております。 

(退職給付引当金) 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い厚生年金基金の代行部分の支給義務免除(代行返上)

に関し、将来分については平成22年４月１日に、同過去分については平成23年７月１日に、厚生

労働大臣からそれぞれ認可を受けました。さらに、代行返上と同時に新たな確定給付企業年金制

度及び確定拠出年金制度へ移行いたしました。 

なお、過去分返上の認可の下に当連結会計年度において「退職給付会計に関する実務指針(中間

報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第44-２項に基づき算定した厚生年金基

金代行返上益11,167百万円を特別利益に、また、新たな年金制度への移行に伴う退職給付制度改

定損7,746百万円を特別損失に、それぞれ計上しております。 

 

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

【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は、当社グループ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評価の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。 

当社グループは、国内外において空気圧機器等の自動制御機器を生産し、世界各国のユーザ

ーに販売しており、グループ各社はそれぞれが独立した経営単位であります。 

当社グループの主要製品であるエアシリンダ、電磁弁、エアフィルタ等の空気圧機器は、い

ずれも圧縮空気配管上で中継機器あるいは末端機器として使用される一連の関連製品群であ

り、各種製品の製造方法、製造過程、付帯するサービスの内容、販売市場又は顧客の種類及び

販売方法は、同様もしくは類似しております。 

上記の事由により当社は、空気圧機器等に係る事業を「自動制御機器事業」として一つに集

約し、報告セグメントとしております。 
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２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 
(単位：百万円) 

 
報告セグメント

その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

連結財務諸表
計上額 
(注)３ 自動制御機器事業

売上高  

  外部顧客への売上高 322,982 2,134 325,116 － 325,116

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ 134 134 △134 －

計 322,982 2,268 325,250 △134 325,116

セグメント利益 85,207 129 85,336 △3,366 81,970

セグメント資産 519,487 8,289 527,776 188,397 716,174

(注)１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、営業倉庫業を含んでおります。 

２ 調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額 △3,366百万円には、報告セグメントに帰属しない一般管理費中の全社費用 

△3,365百万円を含んでおります。 

(2) セグメント資産の調整額 188,397百万円には、報告セグメントに配分していない全社資産 192,562百

万円を含んでおります。 

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 
(単位：百万円) 

 
報告セグメント その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

連結財務諸表
計上額 

(注)３ 自動制御機器事業

売上高  

  外部顧客への売上高 339,535 2,328 341,864 － 341,864

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ 143 143 △143 －

計 339,535 2,472 342,007 △143 341,864

セグメント利益 90,489 217 90,706 △2,636 88,069

セグメント資産 542,970 8,253 551,224 186,733 737,957

(注)１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、営業倉庫業を含んでおります。 

２ 調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額 △2,636百万円には、報告セグメントに帰属しない一般管理費中の全社費用 

△2,636百万円を含んでおります。 

(2) セグメント資産の調整額 186,733百万円には、報告セグメントに配分していない全社資産 191,047百

万円を含んでおります。 

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整しております。 
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【関連情報】 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

(単位：百万円) 

日本 米国 中国 
アジア 

(中国を除く)
欧州 その他の地域 合計 

127,927 35,079 39,036 53,207 51,791 18,074 325,116

(注) 売上高は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

(2) 有形固定資産 

(単位：百万円) 

日本 中国 
アジア 

(中国を除く) 
その他海外 合計 

46,995 17,417 10,064 21,312 95,790

 

２  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略

しております。 

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

(単位：百万円) 

日本 米国 中国 
アジア 

(中国を除く)
欧州 その他の地域 合計 

130,080 34,445 51,523 48,140 55,762 21,911 341,864

(注) 売上高は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

(2) 有形固定資産 

(単位：百万円) 

日本 中国 
アジア 

(中国を除く) 
その他海外 合計 

46,278 18,895 10,245 20,220 95,640

 

２  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略

しております。 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

１株当たり純資産額 7,811円61銭

１株当たり当期純利益金額 696円32銭

１株当たり純資産額 8,534円57銭

１株当たり当期純利益金額 864円29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23年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 537,456 587,093

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 1,677 1,736

  （うち少数株主持分）（百万円） (1,677) (1,736)

普通株式に係る当期末の純資産額（百万円） 535,779 585,356

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） 

68,587 68,586

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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

当期純利益（百万円） 47,759 59,279

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） 47,759 59,279

普通株式の期中平均株式数（千株） 68,588 68,587
  
   

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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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 

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 134,585 45,961 52,937 96,327 12,052 341,864 － 341,864

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

115,514 820 1,390 38,519 20 156,264 (156,264) －

計 250,099 46,782 54,327 134,847 12,073 498,129 (156,264) 341,864

営業利益 54,599 7,717 6,836 22,131 1,537 92,822 (4,752) 88,069

 

(2) 平成25年３月期 設備投資額等予想 
(単位：百万円) 

 平成24年３月期(実績) 平成25年３月期(予想) 

金額 対前期増減率 金額 対前期増減率 

設 備 投 資 額 13,371 △4.6％ 20,000 49.6％ 

減価償却費(有形) 11,714 13.8％ 11,600 △1.0％ 

研 究 開 発 費 13,480 △2.1％ 14,000 3.9％ 

 

(3) 主要為替レート 
 

 平成24年３月期 平成25年３月期 

平均レート 期末日レート 予想平均レート 

Ｕ Ｓ ＄  79円07銭  82円14銭  80円 

Ｅ Ｕ Ｒ 109円07銭 109円71銭 105円 

 

(4) 従業員数 
(単位：人) 

 平成24年３月期 前期(末)比増減 

従 業 員 

(期   末) 
15,384 79

臨時従業員 

(期中平均) 
4,806 489

以 上
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