
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
     

   

 
       

 
  

  
(％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26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第１四半期 96,772 13.3 27,550 8.8 34,291 45.0 24,499 46.1
25年３月期第１四半期 85,426 △6.2 25,328 △8.5 23,654 △16.5 16,764 △14.7

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 38,729百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △2,494百万円( ―％)

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１四半期 358.53 ―
25年３月期第１四半期 244.51 ―

（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１四半期 867,579 702,910 80.8
25年３月期 844,010 689,359 81.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 701,171百万円 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 ―

26年３月期(予想) 80.00 ― 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）

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 6.6 466.41
通期 360,000 11.4 87,000 11.5 91,000 △2.9 63,000 △2.0 932.82

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

 
  
  

   

   

   

 
  

 

   

 

 

※ 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Ｐ２「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１Ｑ 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１Ｑ 1,332,354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１Ｑ 68,331,646株 25年３月期１Ｑ 68,564,269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
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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当第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から同年６月30日まで)は、米国では緩やかな景気

回復基調が続き、日本でも円高是正と株高を背景に景気回復への期待が高まったものの、中国やイ

ンドなど新興国の経済成長は鈍化し、欧州景気も引き続き低迷するなど、依然として先行き不透明

な経済情勢が続きました。 

自動制御機器事業の需要は、自動車関連産業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、製品の改良とコストダウンを推進するとともに、国内外

において積極的な設備投資と拡販活動を展開してまいりました。 

この結果、連結売上高は96,772百万円(前年同四半期比13.3％増)となり、為替の円安による効果

を主因として、営業利益は27,550百万円(同8.8％増)となりました。また、為替差益4,708百万円(前

年同四半期は為替差損3,324百万円)の計上を主因として、経常利益は34,291百万円(同45.0％増)と

なり、四半期純利益は24,499百万円(同46.1％増)となりました。 

  

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23,569百万円(2.8％)増加し

て867,579百万円となりました。主な増加要因は、売上債権8,987百万円、たな卸資産5,304百万円、

有形固定資産5,047百万円であります。 

負債は、借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べて10,019百万円(6.5％)増加して

164,669百万円となりました。 

純資産は、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13,550百万円

(2.0％)増加して702,910百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は80.8％となりました。 

  

平成25年５月15日に公表いたしました平成26年３月期に係る連結業績予想から修正は行っており

ません。 

  

(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、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。

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

（2）財政状態に関する説明

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 282,187 282,467

受取手形及び売掛金 86,640 95,627

有価証券 980 1,376

商品及び製品 78,513 81,377

仕掛品 16,579 17,305

原材料及び貯蔵品 89,324 91,038

その他 27,047 27,946

貸倒引当金 △733 △737

流動資産合計 580,539 596,401

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 46,535 51,956

機械装置及び運搬具（純額） 25,854 26,584

土地 24,831 25,657

その他（純額） 13,225 11,295

有形固定資産合計 110,446 115,494

無形固定資産 3,303 4,192

投資その他の資産   

投資有価証券 34,702 35,716

保険積立金 104,297 105,420

その他 11,706 11,382

貸倒引当金 △986 △1,027

投資その他の資産合計 149,720 151,492

固定資産合計 263,470 271,178

資産合計 844,010 867,579
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,488 46,535

短期借入金 29,411 32,809

未払法人税等 17,912 12,462

引当金 － 5,260

その他 32,154 32,998

流動負債合計 124,966 130,066

固定負債   

長期借入金 3,326 8,291

退職給付引当金 11,046 10,771

役員退職慰労引当金 744 777

その他 14,565 14,762

固定負債合計 29,683 34,602

負債合計 154,650 164,669

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 593,608 573,138

自己株式 △43,879 △23,962

株主資本合計 683,420 682,859

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 1,800

為替換算調整勘定 3,017 16,511

その他の包括利益累計額合計 4,112 18,311

少数株主持分 1,826 1,738

純資産合計 689,359 702,910

負債純資産合計 844,010 867,579
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 85,426 96,772

売上原価 44,040 49,152

売上総利益 41,386 47,619

販売費及び一般管理費 16,058 20,069

営業利益 25,328 27,550

営業外収益   

受取利息 1,166 1,638

為替差益 － 4,708

その他 719 574

営業外収益合計 1,886 6,922

営業外費用   

支払利息 85 74

売上割引 44 45

為替差損 3,324 －

その他 105 60

営業外費用合計 3,559 180

経常利益 23,654 34,291

特別利益   

固定資産売却益 15 14

投資有価証券売却益 75 －

負ののれん発生益 － 40

その他 4 1

特別利益合計 95 55

特別損失   

固定資産除却損 24 26

投資有価証券評価損 107 －

その他 24 1

特別損失合計 156 27

税金等調整前四半期純利益 23,593 34,319

法人税等 6,820 9,804

少数株主損益調整前四半期純利益 16,773 24,514

少数株主利益 8 15

四半期純利益 16,764 24,499
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 16,773 24,514

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,157 709

為替換算調整勘定 △18,109 13,505

その他の包括利益合計 △19,267 14,215

四半期包括利益 △2,494 38,729

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,480 38,695

少数株主に係る四半期包括利益 △13 33
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該当事項はありません。  

  

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

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

- 7 -

ＳＭＣ株式会社(6273)平成26年３月期  第１四半期決算短信



(単位：百万円)

 

(単位：百万円) 

 

(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１四半期

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 31,973 14,689 16,377 30,580 3,151 96,772 － 96,772

(2)所在地間の内部売上高又は
振替高

34,615 271 267 9,885 6 45,046 (45,046) －

計 66,589 14,960 16,645 40,465 3,158 141,819 (45,046) 96,772

営業利益 14,495 2,459 2,286 6,636 396 26,275 1,274 27,550

(2) 平成26年３月期 設備投資額等予想

  平成26年３月期第１四半期(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 6,000 35.6％ 25,500 39.0％

減価償却費(有形) 2,972 15.2％ 12,100 15.4％

研 究 開 発 費 4,038 15.7％ 14,000 2.0％

(3) 従業員数

  平成26年３月期第１四半期 前期(末)比増減

従  業  員(期    末) 15,696 100

臨時従業員(期中平均) 4,571 △314
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