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1 SMK Corporation

代 表 取 締 役 社 長

トップメッセージ
To Our Shareholders

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　ここに、当社グループ第94期（2015年4月1日〜2016年

3月31日）の事業概況、業績等につきましてご報告申し上げ

ます。

　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、

ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

● ごあいさつ

SMK行動指針

1 社会への貢献を考え、
誇りと自信をもって行動する。 

2 ユーザーの立場を考え、
熱意と誠意をもって行動する。 

3 高い目標を考え、
失敗を恐れぬ勇気をもって行動する。 

4 明るい社風づくりを考え、
信頼と尊重をもって行動する。 

5 世界の中のSMKを考え、
国際的視野をもって行動する。 
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新製品ご紹介 
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SMKは可能性の追求を通して
総合的な高度技術により、
情報社会の発展に寄与する。  

SMK企業理念
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2SMK Corporation

2015年3月 2016年3月 2017年3月
（予想）

77,206
66,230

76,000

　当期における世界経済は、米国経済が牽引役となり、全体としては緩

やかな成長軌道を維持しましたが、年後半に入り中国経済の減速や石

油価格の下落が緩やかな景気拡大のシナリオに影を落とすこととなりま

した。日本経済においても、上記要因に加え、年明け以降の急速な円

高の影響を受け、経済成長に陰りが見え始めました。

　当社グループにおきましては、注力している自動車市場では、カーナビ

ゲーションおよびセンターコンソール用タッチパネルやリアビューカメラ

用コネクタなどが好調に推移し、インターネット・プロトコルやオーバー

ザトップ・セットトップボックス向けリモコンも米国および中華圏得意先

とのビジネス拡大により大幅に伸張しました。

　以上の結果、当期の連結売上高および営業利益は前期比で増収増益

となり、当期の年間配当は創立90周年記念配当4円を含む1株当たり14

円とさせていただきました。

　次期の見通しにつきましては、自動車、情報通信や映像・音楽・ゲー

ム等配信サービスなどの主要市場でのシェア拡大および環境・エネル

ギー、ヘルスケア、ウェアラブル端末、IoTなどの新市場に注力してまい

ります。また、2015年11月に開催した当社技術展「TEXPO2015」では、

多くの引き合いをいただくことができ、その商談をフォローしていくと共

に、顧客別Mini TEXPOの国内外での開催により、新しい技術・ソリ

ューションを実際のビジネス創出に繋げてまいります。

　今後も不透明なビジネス環境が継続するものと思われますが、当社

のVisionであるChallenge, Creativity, Solutionsに沿って社員一人ひと

りが目標達成に向けて実行し、変化を先読みしてチャンスに変え、成長

を継続できる企業体質づくりに最大の努力を払ってまいります。

● 当期の概況

● 成長を継続できる企業へ

連結業績の推移（単位：百万円）

　 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

4,171

2,113

3,100

2015年3月 2016年3月 2017年3月
（予想）

3,541

4,894

3,300

2015年3月 2016年3月 2017年3月
（予想）

2,678

1,982
2,300

2015年3月 2016年3月 2017年3月
（予想）
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3 SMK Corporation

　本製品は圧電素子を押した圧力で撓ませることによ
り、微弱な電圧を発生させる圧電効果を利用しているた
め、スイッチ表面材質に金属、樹脂、木材などが使用
でき、素材を生かした外観と感触が実現できます。また、
物理的に押しているので、ノイズの多い環境でも確実な

操作が行なえます。今後当社は、様々
な用途に展開されると想定される圧
電シームレスタッチスイッチの製品化
に向けた作業を進め、事業の拡大を
図ってまいります。

　本製品は、給湯器、エアコン、ドア鍵などの家電や住
宅設備機器に接続することにより、手軽にネットワーク化
対応可能な、ECHONETLite™に準拠した有線LANアダプ
ターです。UART、RS-232C等の各種インターフェースを取
り揃え、各種メーカーの家電・住宅設備機器に接続可能

なホームIoT化に向けた製品です。接
続方法は、市販のコンセント/スイッチ
ボックスを利用するため、邪魔なケー
ブルが目に触れることはありません。
今後のIoT社会に貢献する商品として、
受注・販売活動を開始いたしました。

※ECHONETLite™はエコーネットコンソーシアムの商標です。

　スマートフォン、タブレ
ットの小型化と高電流化
要求に伴い、新しく開発
したバッテリー接続用の
コネクタです。本製品は、
業界最低背クラスの嵌合
高さ0.6㎜、外形サイズ
幅2.3㎜ｘ長さ4.35㎜と業界最小クラスである一方、電
源端子部の定格電流を8Aと高電流化することにより、
セットの薄型化と大電流バッテリー・高速充電の双方に
貢献する設計となっています。

　車載用インパネデザイン性向
上のため、曲面タッチパネルの
要求が増えております。これら
市場要求に応えるべく、静電容
量 方 式 曲 面 タ ッ チ パ ネ ル

「CapSleek Touch™」を開発い
たしました。本製品はフィルムセンサー使用により曲面
を可能とし、操作面のカバーパネルには特殊な成形技術
を使用、また、多彩な加飾技術によりデザイン性をさら
に向上させ、市場より好評を得ております。
※「CapSleek Touch」は日本国内における商標登録申請中です。

開発センター
圧電シームレスタッチスイッチ

TP事業部
静電容量方式 曲面タッチパネル

「CapSleek Touch™」

CS事業部
バッテリー接続用
FPC対基板コネクタ「FB-8シリーズ」

FC事業部
ECHONETLite™ 対応
有線LAN アダプター

主な用途：白物家電、
AV機器、住宅設備機
器、医療機器等

主な用途：モバイル機器（スマート
フォン、タブレット）の内蔵バッテ
リー接続

主な用途：家電・住宅
設備機器のコントロー
ル、クラウド制御等

主な用途： 車載用センターコ
ンソール

新製品ご紹介
New Product
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4SMK Corporation

　2015年11月4日（水）から6日（金）の3日間、当社技術展
「TEXPO2015」が東京・品川のガーデンシティ品川にお
いて開催されました。1985年に第1回を開催し、第9回
となる今回は、「Creative Connectivity　もっと創造的
に、もっと繋がる」のテーマのもと、新製品や最新技術、
近未来技術など、約260点を展示いたしました。実際に
お客様に操作していただける製品の展示やデモンスト
レーション展示などが好評を得て、期間中は前回を超え
る2,538名のお客様にご来場いただきました。

　当社は、2015年5月7日付でスロバキアのLogomotion社との合弁会社
「SMK-LOGOMOTION株式会社」を設立いたしました。
　SMK-LOGOMOTIONでは、Logomotion社の 保 有している近 距 離 通 信
(Near Field Communication)に関する技術を利用して様々な事業を展開して
いくことを予定しております。

Small Componentコーナー
ウェアラブル機器向け
小型コンポーネント

RF/High Speed 
Transmissionコーナー
USB Type-CTMコネクタ
※ USB Type-CTMは、USB 

Implementers Forumの商標です。

Human Interfaceコーナー
エアジェスチャー操作対応
アクティブミラー用モジュール

Future Technologyコーナー
次世代ヘルスケアシステムの
ご紹介

Networkコーナー
「生活をより豊かに」をテーマに、スマートハウスや
IoT市場向けに「人・モノ・情報」をつなげる新製品を
ご紹介しました。

トピックス
Topics

TEXPO2015開催

SMK-LOGOMOTION株式会社を設立

Service Gateway

010_0284001302806.indd   4 2016/07/08   20:27:34



5 SMK Corporation

2015年3月

77,206 76,000

2016年3月 2017年3月
（予想）

その他CS事業部 FC事業部 TP事業部

27,095

35,449

14,467
195

66,230

25,901

25,027

15,184
118

25,473

35,285

12,941
2,301

2015年3月

2,100

16,034

18,446

21,178

14,662
4,783

4,920

77,206

1,634

9,131

15,765

19,341

14,957
5,400

66,230
76,000

13,870

19,890

19,370

4,700

2016年3月 2017年3月
（予想）

映像・音響市場電装市場
通信市場 情報事務機市場

その他市場
家電市場

13,250

決算ダイジェスト
Consolidated Financial Digest

営業利益

4,171百万円
（前期比  97.4%増 ）

経常利益

3,541百万円
（前期比 27.6%減 ）

親会社株主に帰属する当期純利益

2,678百万円
（前期比 35.1%増 ）

1株当たり当期純利益

37.94円
（前期比 10.33円増 ）

ROE（自己資本利益率）

8.0%
（前期比 2.0ポイント増 ）

1株当たり年間配当金

14円（中間6円、期末8円）
※創立90周年記念配当4円を含む

（前期に同じ）

売上高

77,206百万円
（前期比  16.6%増 ）
うち海外売上高
64,268百万円

（海外売上比率 83.2%）

事業別売上高 （単位：百万円）

第93期末
2015年3月31日現在

第94期末
2016年3月31日現在

資産合計
67,606

固定資産
29,237

流動資産
38,368

負債純資産合計
67,606

純資産
33,287

負債
34,318

資産合計
65,029

固定資産
27,696

流動資産
37,333

負債純資産合計
65,029

純資産
34,187

負債
30,842

連結貸借対照表の概要 （単位：百万円）

市場別売上高 （単位：百万円）
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6SMK Corporation

商　　号 SMK株式会社

英文社名 SMK Corporation

創　　立 1925年（大正14年）4月  3日

設　　立 1929年（昭和  4年）1月15日

資 本 金 7,996,828,021円

従業員数（SMKグループ） 6,179名

本　　社 〒142－8511
東京都品川区戸越6丁目5番5号
TEL (03)3785-1111(代表)
FAX  (03)3785-1878
ホームページアドレス
http://www.smk.co.jp/

国内拠点　9拠点
本社（東京・品川）・ゲートシティ大崎・富山・
ひたち・大阪・名古屋・茨城・北陸・福岡

海外拠点　18か国／地域、38拠点
台湾・香港・中国・シンガポール・タイ・マレーシア・
フィリピン・韓国・アイルランド・イギリス・フランス・ドイツ・
ベルギー・ハンガリー・スロバキア・アメリカ・メキシコ・ブラジル

取締役および監査役
代 表 取 締 役 社 長 池田　靖光
代表取締役副社長 櫻井　慶雄
取締役常務執行役員 角　　芳幸
取締役常務執行役員 若林　幹雄
取締役常務執行役員 ポール　エバンス
取 締 役 中村　利雄
常 勤 監 査 役 中村　哲也
監 査 役 中島　　成
監 査 役 清水　一朗
監 査 役 福井　盛一

執行役員
常 務 執 行 役 員 大垣　幸平
常 務 執 行 役 員 柳　　茂哉
執 行 役 員 松本　秀夫
執 行 役 員 宮川　　宏
執 行 役 員 石橋　竹己
執 行 役 員 関　　晴孝
執 行 役 員 池尾　政信
執 行 役 員 後藤　光彦
執 行 役 員 原　　哲雄
執 行 役 員 増渕　充行
執 行 役 員 宇佐美　博

発行可能株式総数 195,961,274株

発行済株式の総数 79,000,000株

株主数 7,175名

コーポレートデータ（2016年3月31日現在）
Corporate Data

会社概要

事業所一覧

役員一覧（2016年6月22日現在）

株式の状況 所有者別株式分布状況

■ 金融商品取引業者 646,343株 0.82%
■ 事業会社･その他法人 9,772,718株 12.37%
■ 外国法人等 10,501,143株 13.29%
■ 個人・その他 32,291,111株 40.87%
■ 金融機関 25,788,685株 32.65%
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証券会社に口座を
開設されている株主様

口座を開設された証券
会社にご照会下さい。

証券会社に口座を開設
されていない（特別口座
に記録されている）株
主様

左記「株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関」
の連絡先にご照会下さい。

株式に関するお問合せ先・お手続き先
1. 配当金のお振込、単元未満株式の買取・買増請求、

特別口座から証券会社の口座へのお振替、住所
変更等のお手続き窓口は次のとおりです。

〒142－8511 東京都品川区戸越6丁目5番5号
TEL (03)3785-1111(代表)　FAX (03)3785-1878

SMK株式会社

● 買取・買増請求制度の例（ 1,700株ご所有の場合）

700株
当社が買取

単元株数
1,000株に

300株
買増

単元株数
2,000株に

買取請求
をご利用

買増請求
をご利用

1,700株

1,000株
（単元株式）

700株
（単元未満株式）

＝

+

株主メモ
事業年度 4月1日〜翌年3月31日

定時株主総会 6月開催

期末配当金
受領株主確定日 3月31日

中間配当金
受領株主確定日 9月30日

定時株主総会の基準日 3月31日
上記のほか必要があるときは、
あらかじめ公告して定めます。

公告掲載URL http://www.smk.co.jp/

上場取引所 東京証券取引所（市場第一部）

証券コード 6798

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081
東京都江東区
東砂7丁目10番11号
TEL 0120-232-711（通話料無料）
ホームページアドレス
http://www.tr.mufg.jp/daikou/

http://www.smk.co.jp/SMK 検索

ホームページのご案内

当社ホームページでは、事業内容をはじめ、最新のニュー
スリリースやIR情報を掲載しております。ぜひご覧ください。

当社はウィルチェアーラグビーの羽賀理之選手を応援しています。
https://www.facebook.com/massasmk

2. 配当金をお受け取りになっていない株主様は、
左記の三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
の電話照会先にご連絡下さい。
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