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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30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 ％

26年３月期第２四半期 193,818 19.5 51,976 21.1 60,719 43.1 42,867 45.1
25年３月期第２四半期 162,158 △6.8 42,913 △21.0 42,444 △15.1 29,543 △10.7

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 58,726百万円( 444.8％) 25年３月期第２四半期 10,779百万円(△11.7％)

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

26年３月期第２四半期 631.02 －
25年３月期第２四半期 431.00 －

（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 ％

26年３月期第２四半期 886,050 723,066 81.4
25年３月期 844,010 689,359 81.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 721,184百万円 25年３月期 687,532百万円

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

25年３月期 － 70.00 － 80.00 150.00

26年３月期 － 80.00

26年３月期(予想) － 80.00 160.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

25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51円00銭 
25年３月期期末及び26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61円00銭

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
(％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
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 375,000 16.1 97,000 24.3 105,000 12.0 73,000 13.6 1,080.84
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

  

  
  

  

  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

(注) 詳細は、添付資料Ｐ３「２．サマリー情報(注記事項)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) 26年３月期２Ｑ 68,869,359株 25年３月期 71,869,359株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,329,653株 25年３月期 3,332,869株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 67,933,262株 25年３月期２Ｑ 68,546,562株

(注) 従業員持株会支援信託ESOPが保有する当社株式は、自己株式に含めて記載しております。

※ 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、当該四半期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
１  平成26年３月期の通期業績予想については、当第２四半期連結累計期間の実績と為替動向を鑑みて修正してお

ります。詳細につきましては、本日(平成25年11月８日)公表の「平成26年３月期第２四半期連結累計期間の業
績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正等に関するお知らせ」をご参照ください。

２ 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) 経営成績に関する説明  

当第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から同年９月30日まで)は、米国においては緩やかな

景気回復が見られたものの、財政不安を背景として欧州景気は低迷が続きました。また、中国など新

興国の経済成長のペースが鈍化する一方で、円高是正や株式市況の復調などの効果により、わが国の

景気は緩やかながらも持ち直しの動きが見られました。 

自動制御機器事業の需要は、自動車関連など一部の産業向けでは堅調でしたが、総じて低調に推移

いたしました。 

このような状況の中で当社グループは、製品の改良やコストダウンを進めるとともに、世界主要市

場で拡販活動を展開してまいりました。また、将来のシェア拡大時に見合う生産能力確保のために、

生産施設拡充のための設備投資を国内外において進めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は193,818百万円(前年同四半期比19.5％増)

となりました。為替の円安による効果を主因として、営業利益は51,976百万円(同21.1％増)となりま

した。また、為替差益5,341百万円(前年同四半期は為替差損3,609百万円)の計上により、経常利益は

60,719百万円(同43.1％増)となり、四半期純利益は42,867百万円(同45.1％増)となりました。 

  
(2) 財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて42,040百万円(5.0％)増加し

て886,050百万円となりました。これは主として、現金及び預金が14,345百万円、受取手形及び売掛

金が7,081百万円、有形固定資産が6,826百万円、たな卸資産が4,375百万円それぞれ増加したことに

よるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて8,333百万円(5.4％)増加して162,983百万円となりました。こ

れは主として、長期借入金が4,755百万円、短期借入金が3,878百万円それぞれ増加したことによるも

のであります。 

純資産は、主として、四半期純利益の計上、市場買付による自己株式の取得、円安に伴う為替換算

調整勘定の増加により、前連結会計年度末に比べて33,706百万円(4.9％)増加して723,066百万円とな

りました。 

この結果、自己資本比率は81.4％となりました。 

  
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績と為替動向を鑑

みて修正しております。詳細につきましては、本日(平成25年11月８日)公表の「平成26年３月期第２

四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正等に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

なお、業績予想につきましては、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。 
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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２四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。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 282,187 296,532

受取手形及び売掛金 86,640 93,721

有価証券 980 1,855

商品及び製品 78,513 82,523

仕掛品 16,579 15,531

原材料及び貯蔵品 89,324 90,738

その他 27,047 28,691

貸倒引当金 △733 △691

流動資産合計 580,539 608,903

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 46,535 53,185

機械装置及び運搬具（純額） 25,854 25,936

土地 24,831 26,303

その他（純額） 13,225 11,848

有形固定資産合計 110,446 117,273

無形固定資産 3,303 4,128

投資その他の資産   

投資有価証券 34,702 35,181

保険積立金 104,297 108,622

その他 11,706 13,016

貸倒引当金 △986 △1,074

投資その他の資産合計 149,720 155,745

固定資産合計 263,470 277,147

資産合計 844,010 886,050
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,488 45,345

短期借入金 29,411 33,290

未払法人税等 17,912 17,129

引当金 － 4,108

その他 32,154 29,150

流動負債合計 124,966 129,024

固定負債   

長期借入金 3,326 8,082

退職給付引当金 11,046 10,296

役員退職慰労引当金 744 721

その他 14,565 14,857

固定負債合計 29,683 33,958

負債合計 154,650 162,983

純資産の部   

株主資本   

資本金 61,005 61,005

資本剰余金 72,686 72,677

利益剰余金 593,608 591,530

自己株式 △43,879 △23,930

株主資本合計 683,420 701,283

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,095 1,725

為替換算調整勘定 3,017 18,175

その他の包括利益累計額合計 4,112 19,900

少数株主持分 1,826 1,882

純資産合計 689,359 723,066

負債純資産合計 844,010 886,050
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 162,158 193,818

売上原価 88,303 101,655

売上総利益 73,854 92,163

販売費及び一般管理費 30,940 40,186

営業利益 42,913 51,976

営業外収益   

受取利息 2,001 2,675

為替差益 － 5,341

その他 1,706 1,064

営業外収益合計 3,707 9,082

営業外費用   

支払利息 165 155

売上割引 87 90

為替差損 3,609 －

その他 312 92

営業外費用合計 4,176 339

経常利益 42,444 60,719

特別利益   

固定資産売却益 54 43

投資有価証券売却益 79 －

負ののれん発生益 － 40

厚生年金基金代行返上益 － 128

その他 29 1

特別利益合計 163 213

特別損失   

固定資産除却損 104 45

投資有価証券評価損 115 －

持分変動損失 － 40

その他 77 9

特別損失合計 297 95

税金等調整前四半期純利益 42,310 60,836

法人税等 12,764 17,930

少数株主損益調整前四半期純利益 29,546 42,905

少数株主利益 3 37

四半期純利益 29,543 42,867
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 29,546 42,905

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,667 646

為替換算調整勘定 △17,099 15,174

その他の包括利益合計 △18,767 15,821

四半期包括利益 10,779 58,726

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,807 58,656

少数株主に係る四半期包括利益 △27 70
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(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

  
(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。 

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項
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(単位：百万円)

  

(単位：百万円) 

  

(単位：百万円) 

(注) 平成26年３月期の予想平均レートは、期初予想(１ＵＳ＄＝95円、１ＥＵＲ＝120円)を変更しております。 

  

(単位：人) 

  

以 上

４．決算補足資料

(1) 所在地別売上高及び営業利益

平成26年３月期第２四半期

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 64,137 29,081 32,392 61,939 6,267 193,818 － 193,818

(2)所在地間の内部売上高又は
振替高

70,904 576 582 20,606 13 92,684 (92,684) －

計 135,042 29,658 32,974 82,546 6,281 286,502 (92,684) 193,818

営業利益 29,288 4,985 4,417 14,814 771 54,277 (2,300) 51,976

(2) 平成26年３月期 設備投資額等予想

平成26年３月期第２四半期(実績) 平成26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 10,767 7.9％ 25,500 39.0％

減価償却費(有形) 5,973 14.3％ 12,500 19.2％

研 究 開 発 費 7,723 13.5％ 15,200 10.7％

(3) 主要為替レート

平成26年３月期第２四半期 平成26年３月期

平均レート 期末日レート 予想平均レート

Ｕ Ｓ ＄ 98円86銭 97円75銭 97円

Ｅ Ｕ Ｒ 129円99銭 131円90銭 128円

(4) 従業員数

平成26年３月期第２四半期 前期(末)比増減

従  業  員(期    末) 15,884 288

臨時従業員(期中平均) 4,640 △245

ＳＭＣ株式会社(6273)平成26年３月期　第２四半期決算短信

- 9 -




