
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

 

 
   

 
 
 

 
 
   

   

 

   

 
25年３月期期末配当金の内訳 普通配当19円00銭、特別配当61円00銭 

  

  
(％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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決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家、証券アナリスト向け ）

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25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 ％

25年３月期 323,135 △5.5 78,027 △11.4 93,737 2.6 64,270 8.4
24年３月期 341,864 5.2 88,069 7.4 91,405 10.3 59,279 24.1

(注) 包括利益 25年３月期 112,530百万円( 94.4％) 24年３月期 57,896百万円( 72.2％)

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 ％ ％ ％

25年３月期 937.70 ― 10.1 11.9 24.1
24年３月期 864.29 ― 10.6 12.6 25.8

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 ―百万円 24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

25年３月期 844,010 689,359 81.5 10,031.63
24年３月期 737,957 587,093 79.3 8,534.57

(参考) 自己資本 25年３月期 687,532百万円 24年３月期 585,356百万円

（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

25年３月期 66,977 △57,513 △10,630 173,501
24年３月期 18,025 △13,791 △8,243 159,224

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 ％ ％

24年３月期 ― 60.00 ― 70.00 130.00 8,916 15.0 1.6
25年３月期 ― 70.00 ― 80.00 150.00 10,280 16.0 1.6

26年３月期(予想) ― 80.00 ― 80.00 160.00 17.4

(注) 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

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）

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) 180,000 11.0 43,500 1.4 45,500 7.2 31,500 6.6 459.60
通 期 360,000 11.4 87,000 11.5 91,000 △2.9 63,000 △2.0 919.21



  

 

 
   

 

   
  

 
 
  
  

 

   

   

 
（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 (社名) 、除外 －社 (社名)

（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 ： 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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

※ 当期より有形固定資産の減価償却方法の変更を行っております。詳細は、添付資料P11「3.連結財務諸表 (5)連
結財務諸表に関する注記事項 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)」をご覧くださ
い。

（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) 25年３月期 71,869,359株 24年３月期 71,869,359株

② 期末自己株式数 25年３月期 3,332,869株 24年３月期 3,282,823株

③ 期中平均株式数 25年３月期 68,540,213株 24年３月期 68,587,182株

※ 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。

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25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 ％

25年３月期 216,843 △7.2 49,980 △1.8 60,061 18.3 38,468 22.5
24年３月期 233,554 1.4 50,891 4.0 50,767 2.6 31,394 36.3

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

25年３月期 561.25 ―
24年３月期 457.72 ―

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

25年３月期 570,806 444,840 77.9 6,490.56
24年３月期 542,000 416,252 76.8 6,069.00

(参考) 自己資本 25年３月期 444,840百万円 24年３月期 416,252百万円

※ 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、当該
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「1.経営成績・財政状態に関する分析」をご参照くださ
い。
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当期においては、債務問題の長期化による欧州景気の後退、中国やインドの景気拡大テンポの鈍

化、米国の財政緊縮の影響などにより、先進国のみならず新興国経済の成長も減速傾向を辿りまし

た。これらを背景として、日本経済も厳しい状況で推移しましたが、新政権による経済対策への期

待感から、期末にかけては円高の是正や株価の上昇により底入れの兆しがみられました。 

自動制御機器事業については、主に北米、南米、アジア地域での生産が拡大した自動車メーカー

及びそのパーツメーカー等の自動車関連産業向け需要は増加したものの、半導体関連や工作機械関

連業種向けなどの需要は軒並み減退いたしました。 

このような状況の中で当社グループは、主要市場である北米・欧州・アジア地域のみならず、メ

キシコ、ブラジルなどの新興国においても、販路の拡大・新規需要の掘り起こしに重点を置いた販

売活動を進めるとともに、グループ各社が事業活動全般に亘る経費支出の削減に取り組んでまいり

ました。 

この結果、当期の連結売上高は3,231億35百万円(前期比5.5％減)となりました。また、減収によ

る利益の減少を主因として、営業利益は780億27百万円(同11.4％減)となりましたが、89億66百万円

の為替差益の計上(前期は26億86百万円の為替差損)などにより経常利益は937億37百万円(同2.6％

増)となり、法人税等の負担減から当期純利益は642億70百万円(同8.4％増)となりました。 

新政権の経済政策に対する期待から、我が国の景気は回復軌道に戻るものと見込まれます。ま

た、欧州では経済停滞が続いているものの、財政運営に不安を抱えつつも緩やかな回復基調を辿る

米国経済、政策効果などから持ち直しに転じつつある中国経済など、海外経済も底入れの動きがみ

られることから、緩やかながら市場環境の好転が予測されます。 

このような中で当社グループは、シェア拡大のための拡販活動の展開、製品開発期間の短縮、海

外生産拠点の拡大、製品供給の安定化などに引き続き取り組んでまいります。 

次期の連結業績予想は下表のとおりであり、平均為替レートは１米ドル＝95円、１ユーロ＝120円

と想定しております。 

 (単位：百万円) 

１．経営成績・財政状態に関する分析

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の概況

② 次期の見通し

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 180,000 11.0％ 360,000 11.4％

営業利益 43,500 1.4％ 87,000 11.5％

経常利益 45,500 7.2％ 91,000 △2.9％

当期純利益 31,500 6.6％ 63,000 △2.0％
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総資産は、現金及び預金、たな卸資産、有形固定資産がそれぞれ増加したことなどから前期末と

比べて1,060億52百万円(14.4％)増加して8,440億10百万円となりました。 

負債合計は、仕入債務は減少したものの課税所得の増加に伴う未払法人税等の増加などにより前

期末と比べて37億85百万円(2.5％)増加して1,546億50百万円となりました。 

純資産は、主に利益剰余金が増加したこと及び円高是正に伴い為替換算調整勘定がプラスに転じ

たことにより前期末と比べて1,022億66百万円(17.4％)増加して6,893億59百万円となりました。 

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、前期末比142億76百万円増

の1,735億１百万円となりました。 

営業活動により得られた資金は669億77百万円(前期比489億52百万円の収入増)となりました。こ

れは主に、税金等調整前当期純利益936億69百万円、減価償却費109億52百万円、売上債権の減少53

億82百万円によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は575億13百万円(前期比437億21百万円の支出増)となりました。こ

れは主に、定期預金の預入による支出491億50百万円、有形固定資産の取得による支出158億41百万

円によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は106億30百万円(前期比23億87百万円の支出増)となりました。これ

は主に、配当金の支払い96億１百万円によるものであります。 

  

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、１株につき80円とし、昨年12月に中間配当金として既にお支払い

しました１株につき70円と合わせて年間では150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80円とし、年間では160円とさせていただく予定であります。 

  

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記載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 

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

② 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)

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

２．経営方針
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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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 220,366 282,187

受取手形及び売掛金 84,341 86,640

有価証券 3,959 980

商品及び製品 67,213 78,513

仕掛品 13,620 16,579

原材料及び貯蔵品 89,737 89,324

繰延税金資産 13,047 16,043

その他 10,357 11,003

貸倒引当金 △1,620 △733

流動資産合計 501,022 580,539

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 83,569 92,496

減価償却累計額 △42,336 △45,960

建物及び構築物（純額） 41,232 46,535

機械装置及び運搬具 81,392 88,792

減価償却累計額 △58,172 △62,937

機械装置及び運搬具（純額） 23,219 25,854

工具、器具及び備品 62,978 66,243

減価償却累計額 △57,330 △60,269

工具、器具及び備品（純額） 5,648 5,974

土地 22,434 24,831

建設仮勘定 3,104 7,251

有形固定資産合計 95,640 110,446

無形固定資産   

借地権 2,053 2,304

その他 995 998

無形固定資産合計 3,049 3,303

投資その他の資産   

投資有価証券 29,177 34,702

繰延税金資産 5,143 3,836

保険積立金 99,666 104,297

その他 5,138 7,869

貸倒引当金 △879 △986

投資その他の資産合計 138,246 149,720

固定資産合計 236,935 263,470

資産合計 737,957 844,010
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 49,278 45,488

短期借入金 23,730 29,411

未払法人税等 9,937 17,912

その他 32,798 32,154

流動負債合計 115,745 124,966

固定負債   

長期借入金 9,346 3,326

退職給付引当金 12,008 11,046

役員退職慰労引当金 733 744

その他 13,030 14,565

固定負債合計 35,119 29,683

負債合計 150,864 154,650

純資産の部   

株主資本   

資本金 61,005 61,005

資本剰余金 72,677 72,686

利益剰余金 538,935 593,608

自己株式 △43,221 △43,879

株主資本合計 629,397 683,420

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 543 1,095

為替換算調整勘定 △44,584 3,017

その他の包括利益累計額合計 △44,041 4,112

少数株主持分 1,736 1,826

純資産合計 587,093 689,359

負債純資産合計 737,957 844,010
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 341,864 323,135

売上原価 183,921 179,451

売上総利益 157,942 143,684

販売費及び一般管理費 69,872 65,656

営業利益 88,069 78,027

営業外収益   

受取利息 4,094 4,221

受取配当金 501 602

為替差益 － 8,966

保険配当金 430 417

スクラップ売却益 756 567

その他 991 1,752

営業外収益合計 6,775 16,528

営業外費用   

支払利息 348 331

売上割引 185 174

為替差損 2,686 －

その他 218 312

営業外費用合計 3,439 818

経常利益 91,405 93,737

特別利益   

固定資産売却益 550 57

投資有価証券売却益 126 130

厚生年金基金代行返上益 11,167 －

その他 5 57

特別利益合計 11,849 244

特別損失   

固定資産売却損 57 61

固定資産除却損 164 165

退職給付制度改定損 7,746 －

その他 856 85

特別損失合計 8,825 312

税金等調整前当期純利益 94,430 93,669

法人税、住民税及び事業税 28,103 30,475

法人税等調整額 6,957 △1,148

法人税等合計 35,061 29,326

少数株主損益調整前当期純利益 59,368 64,343

少数株主利益 88 72

当期純利益 59,279 64,270
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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23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 59,368 64,343

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 165 568

為替換算調整勘定 △1,637 47,618

その他の包括利益合計 △1,471 48,186

包括利益 57,896 112,530

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 57,821 112,424

少数株主に係る包括利益 75 106
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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23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25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   

自己株式の処分 － 9

当期変動額合計 － 9

当期末残高 72,677 72,686

利益剰余金   

当期首残高 487,886 538,935

当期変動額   

剰余金の配当 △8,230 △9,598

当期純利益 59,279 64,270

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 51,048 54,672

当期末残高 538,935 593,608

自己株式   

当期首残高 △43,207 △43,221

当期変動額   

自己株式の取得 △14 △808

自己株式の処分 1 149

当期変動額合計 △13 △658

当期末残高 △43,221 △43,879

株主資本合計   

当期首残高 578,362 629,397

当期変動額   

剰余金の配当 △8,230 △9,598

当期純利益 59,279 64,270

自己株式の取得 △14 △808

自己株式の処分 1 158

当期変動額合計 51,035 54,022

当期末残高 629,397 683,420
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 374 543

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 169 551

当期変動額合計 169 551

当期末残高 543 1,095

為替換算調整勘定   

当期首残高 △42,956 △44,584

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,628 47,601

当期変動額合計 △1,628 47,601

当期末残高 △44,584 3,017

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △42,582 △44,041

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,458 48,153

当期変動額合計 △1,458 48,153

当期末残高 △44,041 4,112

少数株主持分   

当期首残高 1,677 1,736

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 59 90

当期変動額合計 59 90

当期末残高 1,736 1,826

純資産合計   

当期首残高 537,456 587,093

当期変動額   

剰余金の配当 △8,230 △9,598

当期純利益 59,279 64,270

自己株式の取得 △14 △808

自己株式の処分 1 158

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,398 48,243

当期変動額合計 49,636 102,266

当期末残高 587,093 689,359
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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23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25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 94,430 93,669

減価償却費 12,236 10,952

貸倒引当金の増減額（△は減少） △849 △913

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 30 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,598 △972

退職給付制度変更差額 15,089 －

受取利息及び受取配当金 △4,596 △4,823

支払利息 348 331

為替差損益（△は益） 1,394 △3,933

投資有価証券売却損益（△は益） △125 △125

投資有価証券評価損益（△は益） 531 24

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） △753 5,382

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,272 △824

仕入債務の増減額（△は減少） △21 △8,921

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,022 847

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,106 △5,405

その他 △274 169

小計 71,233 85,468

利息及び配当金の受取額 4,692 4,494

利息の支払額 △346 △335

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △47,631 △22,649

退職給付制度改定に伴う支払額 △9,921 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,025 66,977

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 △29,830 △49,150

定期預金の払戻による収入 29,694 15,358

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 △13,485 △15,841

投資有価証券の取得による支出 △1,570 △2,733

投資有価証券の売却による収入 6,089 748

貸付けによる支出 △319 △1,905

貸付金の回収による収入 25 47

保険積立金の積立による支出 △7,058 △7,535

保険積立金の払戻による収入 2,487 2,903

その他 1,175 △405

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,791 △57,513

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） 40 △190

長期借入れによる収入 1,600 2,600

長期借入金の返済による支出 △1,639 △2,748

配当金の支払額 △8,223 △9,601

その他 △20 △691

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,243 △10,630

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,597 15,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,606 14,276

現金及び現金同等物の期首残高 165,830 159,224

現金及び現金同等物の期末残高 159,224 173,501
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該当事項はありません。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、これによる当連結会計年度の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

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。 

  

(5) 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)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

(セグメント情報等)

【セグメント情報】
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２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：百万円)

 
(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を行っております。 

  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

(単位：百万円)

 
(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△2,776百万円には、報告セグメントに帰属しない一般管理費中の全社費用 

△2,776百万円を含んでおります。 

(2) セグメント資産の調整額198,209百万円には、報告セグメントに配分していない全社資産202,423百万円を

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を行っております。 

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

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 320,778 2,357 323,135 － 323,135

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ 144 144 △144 －

計 320,778 2,502 323,280 △144 323,135

セグメント利益 80,599 205 80,804 △2,776 78,027

セグメント資産 637,801 7,998 645,800 198,209 844,010
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前連結会計年度(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)

 
(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)

 
  

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24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

１  地域ごとの情報 

    (1) 売上高 
(単位：百万円)

 
(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)

 
  

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。 

  

【関連情報】

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

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

日本 米国 中国 アジア
(中国を除く)

欧州 その他の地域 合計

119,048 35,270 48,028 48,166 52,215 20,406 323,135

日本 中国 アジア
(中国を除く)

その他海外 合計

48,537 22,372 12,441 27,096 110,446
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(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。 

 

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。 

 

４ 当連結会計年度に係る「１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数」及び「普通株式の期中

平均株式数」は、従業員持株会支援信託ESOPが所有する当社株式を控除して算定しております。 

  

① 自己株式の消却 

平成25年５月15日開催の取締役会において、以下のとおり自己株式の消却を行うことを決議いた

しました。 

ア)消却する株式の種類及び数  普通株式 3,000,000株 

イ)消却予定日   平成25年５月22日 

② 自己株式の取得 

平成25年５月15日開催の取締役会において、以下のとおり自己株式の取得を行うことを決議いた

しました。 

ア)取得し得る株式の種類及び総数  普通株式 1,000,000株(上限) 

イ)株式の取得価額の総額  25,000百万円(上限) 

ウ)取得期間   平成25年６月３日から平成25年８月30日まで 

(１株当たり情報)

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

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
  至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 8,534円57銭 10,031円63銭

１株当たり当期純利益金額 864円29銭 937円70銭

項目 前連結会計年度末
(平成24年３月31日)

当連結会計年度末
(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 587,093 689,359

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 1,736 1,826

(うち少数株主持分)(百万円) (1,736) (1,826)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 585,356 687,532

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数(千株)

68,586 68,536

項目
前連結会計年度

(自  平成23年４月１日
  至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
  至  平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 59,279 64,270

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) 59,279 64,270

普通株式の期中平均株式数(千株) 68,587 68,540

(重要な後発事象)
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(1) 所在地別売上高及び営業利益 
(単位：百万円)

 

(2) 平成26年３月期 設備投資額等予想 
(単位：百万円) 

 

(3) 主要為替レート 
  

 
  

(4) 従業員数 
(単位：人) 

 
以 上 

４.決算補足資料

  平成25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 124,103 45,915 49,421 93,025 10,670 323,135 － 323,135

(2)所在地間の内部売上高又は
振替高

108,460 756 716 32,944 28 142,906 (142,906) －

計 232,563 46,671 50,138 125,969 10,698 466,041 (142,906) 323,135

営業利益 53,106 6,724 6,309 16,508 1,227 83,876 (5,848) 78,027

  平成25年３月期(実績) 平成26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 18,349 37.2％ 25,500 39.0％

減価償却費(有形) 10,487 △10.5％ 12,100 15.4％

研 究 開 発 費 13,729 1.9％ 14,000 2.0％

  平成25年３月期 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 ＄ 82円92銭 93円99銭  95円

Ｅ Ｕ Ｒ 106円78銭 120円65銭 120円

  平成25年３月期 前期(末)比増減

従  業  員(期    末) 15,596 212

臨時従業員(期中平均) 4,885 79

－15－

ＳＭＣ株式会社(6273)平成25年３月期　決算短信




