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(百万円未満切捨て)

１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 242,887 9.1 70,640 11.8 75,807 2.2 53,916 2.0

27年３月期第２四半期 222,634 14.9 63,185 21.6 74,141 22.1 52,837 23.3

(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 31,437百万円( △58.9％) 27年３月期第２四半期 76,479百万円( 30.2％)
　

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

28年３月期第２四半期 802.48 －

27年３月期第２四半期 784.82 －
　

　

（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 ％

28年３月期第２四半期 1,147,684 946,235 82.3

27年３月期 1,129,001 921,483 81.4

(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 943,976百万円 27年３月期 919,245百万円
　

　　

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

27年３月期 － 90.00 － 100.00 190.00

28年３月期 － 100.00

28年３月期(予想) － 100.00 200.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に

帰属する当期純利益
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 467,000 1.9 130,000 1.8 137,000 △13.7 98,000 △10.6 1,458.58

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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P.3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 ： 有

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
　

(注) 詳細は、添付資料P.3をご覧ください。
　
　

（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) 28年３月期２Ｑ 67,369,359株 27年３月期 67,369,359株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 181,085株 27年３月期 182,971株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 67,187,282株 27年３月期２Ｑ 67,323,631株
　

(注) ESOP信託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

本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レビュー手続は終了しております。

※ 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28年３月期の通期連結業績予想につきましては、本資料において修正しております。詳細は、添付資料P.2を

ご覧ください。
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．当四半期決算に関する定性的情報

(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27年４月１日から同年９月30日まで)は、中国経済の減速が顕著となる一方で、

米国経済は引き続き堅調に推移し、金融不安を抱える欧州経済も回復基調を辿ったほか、日本においても、個人消

費には力強さが見られなかったものの、円安や株高に伴う企業業績や雇用情勢の改善により、緩やかな景気回復が

続きました。

自動制御機器の需要は、北米・欧州地域の自動車関連産業向けを中心に、安定した伸びを見せました。

このような状況の中で当社グループは、主に海外市場の深耕と製品の拡販に注力した営業活動を展開するととも

に、国内外の生産拠点拡充のための投資及び全社的な合理化活動に引き続き取り組みました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は242,887百万円(前年同四半期比9.1％増)となりました。

主に増収と円安効果による利益押し上げにより、営業利益は70,640百万円(同11.8％増)となり、前年同四半期に比

べ為替差益が大幅に減少したものの、経常利益は75,807百万円(同2.2％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は

53,916百万円(同2.0％増)となりました。

自己資本四半期純利益率(ROE)は、前年同四半期に比べ0.7ポイント低下して、5.8％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18,683百万円(1.7％)増加して1,147,684百

万円となりました。主な要因は、たな卸資産が5,620百万円、受取手形及び売掛金が3,569百万円それぞれ減少した

ものの、現金及び預金が19,295百万円増加したことであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて6,068百万円(2.9％)減少して201,449百万円となりました。主な要因は、支払

手形及び買掛金が4,835百万円増加したものの、納税により未払法人税等が9,619百万円減少したことであります。

純資産は、為替換算調整勘定が20,421百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等によ

り利益剰余金が47,198百万円増加したことなどから、前連結会計年度末に比べて24,751百万円(2.7％)増加して

946,235百万円となり、自己資本比率は82.3％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28年３月期の通期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及び中国経済の減速など

国内外の経済情勢に鑑み、平成27年５月15日に公表致しました当初予想を下表のとおり修正いたしました。

　なお、通期の主要通貨に係る為替レートにつきましては、1米ドル＝120円、1ユーロ＝134円を想定しております。

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

前回発表予想(Ａ)
百万円

485,000
百万円

133,000

百万円

140,000
百万円

100,000 1,488円39銭

今回修正予想(Ｂ) 467,000 130,000 137,000 98,000 1,458円58銭

増 減 額 (Ｂ-Ａ) △18,000 △3,000 △3,000 △2,000

増 減 率 (％) △3.7 △2.3 △2.1 △2.0

(ご参考)前期実績
(平成27年３月期)

458,081 127,686 158,816 109,583 1,629円38銭

(注) 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、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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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 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、当該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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。)等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財

務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配

株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び

前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(４)、連結会計基準第44－５項(４)及び

事業分離等会計基準第57－４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 453,178 472,473

受取手形及び売掛金 120,956 117,386

商品及び製品 90,044 85,406

仕掛品 16,396 16,306

原材料及び貯蔵品 88,132 87,240

その他 34,837 34,971

貸倒引当金 △1,288 △849

流動資産合計 802,257 812,936

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 60,405 60,122

機械装置及び運搬具（純額） 31,288 33,603

土地 32,824 32,412

その他（純額） 22,342 23,859

有形固定資産合計 146,861 149,997

無形固定資産 4,884 4,842

投資その他の資産

投資有価証券 48,294 45,610

保険積立金 115,579 120,008

その他 12,262 16,471

貸倒引当金 △1,139 △2,182

投資その他の資産合計 174,997 179,907

固定資産合計 326,743 334,748

資産合計 1,129,001 1,147,684
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 48,753 53,588

短期借入金 63,475 66,028

未払法人税等 29,528 19,909

賞与引当金 2,969 3,603

引当金 － 1,247

その他 34,345 33,621

流動負債合計 179,071 177,998

固定負債

長期借入金 7,106 3,197

役員退職慰労引当金 794 779

退職給付に係る負債 1,421 1,190

その他 19,122 18,284

固定負債合計 28,445 23,451

負債合計 207,517 201,449

純資産の部

株主資本

資本金 61,005 61,005

資本剰余金 72,677 72,726

利益剰余金 696,953 744,152

自己株式 △3,458 △3,441

株主資本合計 827,178 874,442

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,841 3,997

為替換算調整勘定 81,697 61,276

退職給付に係る調整累計額 4,527 4,261

その他の包括利益累計額合計 92,066 69,534

非支配株主持分 2,238 2,258

純資産合計 921,483 946,235

負債純資産合計 1,129,001 1,147,684
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 222,634 242,887

売上原価 113,857 119,984

売上総利益 108,777 122,902

販売費及び一般管理費 45,591 52,262

営業利益 63,185 70,640

営業外収益

受取利息 2,634 2,801

為替差益 6,281 767

その他 2,378 1,918

営業外収益合計 11,294 5,486

営業外費用

支払利息 165 147

売上割引 115 111

その他 56 60

営業外費用合計 338 319

経常利益 74,141 75,807

特別利益

固定資産売却益 467 87

投資有価証券売却益 428 166

その他 4 1

特別利益合計 899 255

特別損失

固定資産除却損 37 34

その他 10 9

特別損失合計 47 44

税金等調整前四半期純利益 74,993 76,018

法人税等 22,068 22,032

四半期純利益 52,925 53,986

非支配株主に帰属する四半期純利益 87 69

親会社株主に帰属する四半期純利益 52,837 53,916
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 52,925 53,986

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,395 △1,869

為替換算調整勘定 22,375 △20,412

退職給付に係る調整額 △216 △266

その他の包括利益合計 23,554 △22,548

四半期包括利益 76,479 31,437

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 76,380 31,384

非支配株主に係る四半期包括利益 99 52
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（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

(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。

　

決算短信 （宝印刷）  2015年11月06日 15時42分 10ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



ＳＭＣ株式会社(6273) 平成28年３月期 第２四半期決算短信

－ 9 －

４．決算補足資料

(1) 所在地別売上高及び営業利益

(単位：百万円)

平成28年３月期第２四半期(累計)

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 76,136 40,824 38,611 81,861 5,453 242,887 － 242,887

(2)所在地間の内部売上高又は
振替高

85,651 1,124 513 25,330 9 112,630 (112,630) －

計 161,788 41,948 39,124 107,192 5,463 355,517 (112,630) 242,887

営業利益又は営業損失(△) 45,139 6,733 4,323 18,463 △86 74,573 (3,933) 70,640

　

(2) 平成28年３月期 設備投資額等予想

　(単位：百万円)

平成28年３月期第２四半期(累計) 平成28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 14,355 △8.7％ 40,000 39.5％

減価償却費(有形) 7,237 18.9％ 15,500 17.8％

研 究 開 発 費 9,360 6.1％ 18,900 7.3％

(注) 平成28年３月期の期初予想[設備投資額52,000百万円、減価償却費(有形)15,200百万円及び研究開発費18,500百

万円]をそれぞれ変更しております。

　

(3) 主要為替レート

平成28年３月期第２四半期 平成28年３月期

平均レート 期末日レート 予想平均レート

Ｕ Ｓ ＄ 121円88銭 119円97銭 120円

Ｅ Ｕ Ｒ 135円10銭 134円94銭 134円

(注) 平成28年３月期のＵＳ＄及びＥＵＲの予想平均レートは、期初予想(１ＵＳ＄＝115円及び１ＥＵＲ＝125円)をそ

れぞれ変更しております。

　

(4) 従業員数

　(単位：人)

平成28年３月期第２四半期 前期(末)比増減

従 業 員(期 末) 18,058 669

臨時従業員(期中平均) 4,940 １

以 上
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