
平成29年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成28年８月５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28年８月５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 ：有

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29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年６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 ％

29年３月期第１四半期 117,717 △5.5 36,445 △3.5 24,264 △44.6 24,851 △19.0

28年３月期第１四半期 124,543 11.9 37,778 12.3 43,796 28.7 30,682 24.7
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期△31,463百万円(－％) 28年３月期第１四半期 46,095百万円(113.3％)

　

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

29年３月期第１四半期 369.86 －

28年３月期第１四半期 456.67 －
　

　

（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 ％

29年３月期第１四半期 1,077,652 903,555 83.6

28年３月期 1,120,171 941,813 83.9
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 901,186百万円 28年３月期 939,409百万円
　　

　

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

28年３月期 － 100.00 － 100.00 200.00

29年３月期 －

29年３月期(予想) 100.00 － 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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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) 225,000 △7.4 53,500 △24.3 57,000 △24.8 41,000 △24.0 610.20

通期 450,000 △5.4 107,000 △20.3 114,000 △11.8 82,000 △11.0 1,220.40
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） SMC Mfg ベトナム 、除外 －社（社名）
　

　 (注) 詳細は、添付資料P.2をご覧ください。

（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.2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.2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) 29年３月期１Ｑ 67,369,359株 28年３月期 67,369,359株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 177,464株 28年３月期 178,285株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 67,191,344株 28年３月期１Ｑ 67,186,577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
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１四半期連結累計期間(平成28年４月１日から同年６月30日まで)における当社グループの業績は、期初から

の円高急進の影響などから、売上高は117,717百万円(前年同四半期比5.5％減)となりました。営業利益は36,445百

万円(同3.5％減)を確保しましたが、営業外損益が外貨建債権債務に係る為替差損15,252百万円(前年同四半期は為

替差益3,344百万円)の計上を主因として△12,181百万円となったことから、経常利益は24,264百万円(同44.6％減)

となりました。特別損益は△23百万円となり、税金等調整前四半期純利益は24,240百万円(同44.6％減)となったも

のの、移転価格税制に基づく更正処分に係る日韓相互協議の合意に伴う法人税等の還付による過年度法人税等6,898

百万円の計上により、親会社株主に帰属する四半期純利益は24,851百万円(同19.0％減)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0.5ポイント低下して2.8％となりました。

　

(2) 財政状態に関する説明

当第１四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42,519百万円(3.8％)減少して1,077,652百

万円となりました。主な要因は、現金及び預金が29,920百万円、たな卸資産が8,123百万円、有形固定資産が6,726

百万円それぞれ減少したことであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて4,260百万円(2.4％)減少して174,097百万円となりました。主な要因は、納税

により未払法人税等が4,278百万円減少したことであります。

純資産は、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18,050百万円増加したものの、円高

に伴い為替換算調整勘定が56,574百万円減少したことから、前連結会計年度末に比べて38,258百万円(4.1％)減少し

て903,555百万円となり、自己資本比率は83.6％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29年３月期の連結業績予想につきましては、平成28年５月13日の「平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕

（連結）」で公表いたしました内容から変更しておりません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 (連結範囲の変更を伴う異動)

当第１四半期連結会計期間より、非連結子会社でありましたSMC Mfg ベトナムは重要性が増したため、また、

SMC 天津製造は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。なお、SMC Mfg ベトナムは特定子会社に該

当いたします。

(2) 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１四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。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応

報告第32号 平成28年６月17日)を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当該変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(4) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 412,707 382,787

受取手形及び売掛金 118,264 116,775

商品及び製品 79,645 76,759

仕掛品 15,650 14,502

原材料及び貯蔵品 87,267 83,179

その他 34,481 38,140

貸倒引当金 △894 △812

流動資産合計 747,123 711,331

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 65,918 61,357

機械装置及び運搬具（純額） 32,167 29,113

土地 32,232 30,719

その他（純額） 17,990 20,392

有形固定資産合計 148,309 141,583

無形固定資産 4,553 6,453

投資その他の資産

投資有価証券 44,311 46,401

保険積立金 118,992 117,602

その他 58,770 56,029

貸倒引当金 △1,889 △1,750

投資その他の資産合計 220,184 218,282

固定資産合計 373,048 366,320

資産合計 1,120,171 1,077,652
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 55,405 57,493

短期借入金 45,918 42,208

未払法人税等 12,352 8,073

賞与引当金 2,611 6,099

引当金 － 641

その他 33,962 30,264

流動負債合計 150,249 144,780

固定負債

長期借入金 3,325 5,720

役員退職慰労引当金 808 823

退職給付に係る負債 9,388 9,170

その他 14,585 13,602

固定負債合計 28,108 29,316

負債合計 178,357 174,097

純資産の部

株主資本

資本金 61,005 61,005

資本剰余金 72,778 72,792

利益剰余金 775,655 793,705

自己株式 △3,411 △3,403

株主資本合計 906,027 924,099

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,879 3,114

為替換算調整勘定 32,336 △24,238

退職給付に係る調整累計額 △1,833 △1,790

その他の包括利益累計額合計 33,381 △22,913

非支配株主持分 2,403 2,368

純資産合計 941,813 903,555

負債純資産合計 1,120,171 1,077,652
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 124,543 117,717

売上原価 61,293 56,374

売上総利益 63,249 61,342

販売費及び一般管理費 25,471 24,897

営業利益 37,778 36,445

営業外収益

受取利息 1,782 1,720

為替差益 3,344 －

その他 1,062 1,488

営業外収益合計 6,189 3,208

営業外費用

支払利息 75 45

売上割引 56 61

為替差損 － 15,252

その他 38 30

営業外費用合計 170 15,390

経常利益 43,796 24,264

特別利益

固定資産売却益 17 20

投資有価証券売却益 － 11

その他 1 1

特別利益合計 19 33

特別損失

固定資産除却損 16 30

投資有価証券売却損 － 18

その他 7 8

特別損失合計 23 57

税金等調整前四半期純利益 43,792 24,240

法人税等 13,090 6,281

過年度法人税等 － △6,898

四半期純利益 30,702 24,857

非支配株主に帰属する四半期純利益 19 5

親会社株主に帰属する四半期純利益 30,682 24,851
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四半期連結包括利益計算書

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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 30,702 24,857

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 994 237

為替換算調整勘定 14,529 △56,601

退職給付に係る調整額 △130 43

その他の包括利益合計 15,393 △56,320

四半期包括利益 46,095 △31,463

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 46,058 △31,443

非支配株主に係る四半期包括利益 37 △19

決算短信（宝印刷） 2016年08月03日 13時46分 8ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



ＳＭＣ株式会社(6273) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

― 7 ―

(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。
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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29年３月期第１四半期(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 39,010 18,411 19,190 38,749 2,355 117,717 － 117,717

(2)所在地間の内部売上高又は
振替高

43,868 713 341 11,068 2 55,994 (55,994) －

計 82,878 19,124 19,532 49,817 2,358 173,711 (55,994) 117,717

営業利益及び営業損失(△) 20,033 3,541 1,905 7,766 △100 33,147 3,298 36,445

　

(2) 平成29年３月期 連結設備投資額等予想

　(単位：百万円)

平成29年３月期第１四半期(累計) 平成29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 2,954 △55.3％ 47,600 92.3％

減価償却費(有形) 3,299 4.6％ 14,800 3.2％

研 究 開 発 費 4,834 1.4％ 18,900 2.4％

　

(3) 連結従業員数

　(単位：人)

平成29年３月期第１四半期 前期(末)比増減

従 業 員(期 末) 18,651 269

臨時従業員(期中平均) 5,223 225

以 上
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