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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第1四半期 15,684 △26.6 706 △33.8 706 △67.0 451 △69.7

21年3月期第1四半期 21,357 ― 1,067 ― 2,141 ― 1,493 ―

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

22年3月期第1四半期 6.11 ―

21年3月期第1四半期 19.81 19.81

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

22年3月期第1四半期 59,714 29,784 49.8 401.91
21年3月期 58,168 29,079 49.9 392.15

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  29,714百万円 21年3月期  29,010百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 6.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 
連結累計期間

32,000 △28.3 1,400 △29.9 1,600 △49.5 1,050 △38.6 14.20

通期 70,000 △3.8 1,500 528.5 2,200 113.7 1,500 ― 20.29
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4.  その他 

(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  

(2) 簡便な会計処理及び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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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21年４月27日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を本資料において修正しております。なお、当該予想数値の修正に
関する事項は、本日(平成21年７月27日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであって、実際の業績は様々な要因によって予想値と異なる場合があり得ること
をご承知おきください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 79,000,000株 21年3月期 79,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 5,068,257株 21年3月期 5,021,837株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 73,955,395株 21年3月期第1四半期 75,356,051株
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当第１四半期の当社グループの販売状況は、前年度後半より大幅に改善しましたが、前年同期との対比
では厳しい状況となりました。 
 通信部品では、海外大手メーカーの携帯電話機向けの売上が伸び悩みました。映像・音響部品では、薄
型テレビ、セットトップボックス用部品に回復の兆しが出ておりますが、全体的には前年の水準に達して
おりません。一方、電装部品は、自動車生産が低水準に推移しているため、大幅減となりました。また情
報事務機部品では、ネットワーク関連機器や電子辞書向け部品は好調でしたが、パソコン、ＡＴＭ向け売
上が不調であったため、全体的には前年同期比マイナスとなりました。電子玩具・家電部品では、ＴＶゲ
ーム、エアコン向け部品が大きく前年同期を下回りました。 
 収益につきましては、労務費、経費の削減、設備投資抑制による減価償却費削減、在庫圧縮等の緊急施
策を前年度から継続するとともに、新製品の投入や原価低減を推進して収益力の回復に努めました結果、
業績は期初の想定を上回りましたが、前年同期の水準までには至りませんでした。 
 以上の結果、当第１四半期の連結経営成績につきましては、売上高は156億８千４百万円(前年同期比
26.6％減)、営業利益は７億６百万円(同33.8％減)、経常利益は７億６百万円(同67.0％減)、四半期純利
益は４億５千１百万円(同69.7％減)となりました。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.6％増加し、362億７百万円となりました。これは、現金及び
預金が11億４千３百万円、受取手形及び売掛金が10億３千４百万円それぞれ増加したことなどによりま
す。固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、235億６百万円となりました。これは、投資有
価証券が７億４千万円増加し、長期貸付金が６億７千７百万円、繰延税金資産が４億３千７百万円それぞ
れ減少したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.7％増加し、597億１千４百万円となりました。 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.2％増加し、227億２千２百万円となりました。これは、支払
手形及び買掛金が11億３百万円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて
1.0％減少し、72億６百万円となりました。これは、長期借入金が１億８千１百万円増加し、役員退職慰
労引当金が２億６千２百万円減少したことなどによります。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.9％増加し、299億２千９百万円となりました。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.4％増加し、297億８千４百万円となりました。これは、利
益剰余金が４億８百万円、その他有価証券評価差額金が４億２千８百万円それぞれ増加したことなどによ
ります。 
  

第１四半期の業績を勘案し、平成21年４月27日に公表いたしました第２四半期連結累計期間(連結)及び
第２四半期累計期間(個別)の業績予想を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、
本日(平成21年７月27日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 なお、通期の業績予想(連結・個別)につきましては、平成21年４月27日公表のとおりであり、変更はあ
りません。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

１. 連結経営成績に関する定性的情報

２. 連結財政状態に関する定性的情報

３. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

一部の連結子会社において、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控
除項目を重要なものに限定する方法によっております。 
 また、重要性の乏しい連結子会社において、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前
年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっており
ます。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

４. その他
(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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５. 【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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,225 9,081

受取手形及び売掛金 15,898 14,864

商品及び製品 3,073 3,254

仕掛品 657 527

原材料及び貯蔵品 2,522 2,453

その他 3,906 4,198

貸倒引当金 △76 △77

流動資産合計 36,207 34,302

固定資産   

有形固定資産 18,124 18,021

無形固定資産   

のれん 519 573

その他 201 207

無形固定資産合計 721 781

投資その他の資産   

その他 4,922 5,321

貸倒引当金 △261 △258

投資その他の資産合計 4,660 5,063

固定資産合計 23,506 23,865

資産合計 59,714 58,168
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,792 2,688

短期借入金 10,090 10,527

未払金 6,945 6,501

未払法人税等 42 48

賞与引当金 216 592

その他 1,635 1,451

流動負債合計 22,722 21,810

固定負債   

長期借入金 6,547 6,366

退職給付引当金 14 12

役員退職慰労引当金 127 390

その他 517 508

固定負債合計 7,206 7,278

負債合計 29,929 29,088

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 12,353 12,347

利益剰余金 14,369 13,961

自己株式 △2,897 △2,873

株主資本合計 31,822 31,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 399 △29

為替換算調整勘定 △2,508 △2,392

評価・換算差額等合計 △2,108 △2,421

新株予約権 70 55

少数株主持分 － 13

純資産合計 29,784 29,079

負債純資産合計 59,714 58,168
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(2) 【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20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 21,357 15,684

売上原価 17,729 13,045

売上総利益 3,628 2,639

販売費及び一般管理費 2,560 1,932

営業利益 1,067 706

営業外収益   

受取利息 18 8

受取配当金 62 24

不動産賃貸料 215 236

為替差益 880 －

その他 59 110

営業外収益合計 1,235 380

営業外費用   

支払利息 69 62

不動産賃貸原価 63 77

為替差損 － 191

その他 29 47

営業外費用合計 162 379

経常利益 2,141 706

特別利益   

固定資産売却益 23 24

償却債権取立益 － 45

その他 0 1

特別利益合計 24 71

特別損失   

固定資産除却損 2 59

その他 0 13

特別損失合計 2 73

税金等調整前四半期純利益 2,162 704

法人税、住民税及び事業税 476 71

法人税等調整額 192 181

法人税等合計 668 253

少数株主利益 1 －

四半期純利益 1,493 451
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,162 704

減価償却費 1,196 905

のれん償却額 44 41

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △83 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 0

前払年金費用の増減額（△は増加） △208 54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 △262

受取利息及び受取配当金 △80 △32

支払利息 69 62

固定資産除却損 2 59

売上債権の増減額（△は増加） △1,058 △1,180

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,210 △63

仕入債務の増減額（△は減少） △406 1,318

その他 885 796

小計 1,324 2,404

利息及び配当金の受取額 77 33

利息の支払額 △79 △55

法人税等の支払額 △124 △38

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,198 2,343

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 20 －

有形固定資産の取得による支出 △1,799 △633

有形固定資産の売却による収入 13 46

投資有価証券の売却による収入 500 1

貸付けによる支出 △9 △20

貸付金の回収による収入 14 68

その他 △8 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,268 △535

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） 1,067 △357

長期借入金の返済による支出 △106 △101

自己株式の取得による支出 △374 △1

自己株式の売却による収入 9 1

配当金の支払額 △462 △181

財務活動によるキャッシュ・フロー 133 △640

現金及び現金同等物に係る換算差額 210 △71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 274 1,096

現金及び現金同等物の期首残高 7,073 9,072

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 134 47

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,482 10,216
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、電子部品事業以外の事業を行って

いないため、単一セグメントとなっております。このため事業の種類別セグメント情報は作成しておりま

せん。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア……………シンガポール、マレーシア、中国、台湾、韓国、フィリピン 

(2) 北米………………アメリカ、メキシコ 

(3) その他の地域……イギリス、ベルギー、ハンガリー 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア……………シンガポール、マレーシア、中国、台湾、韓国、フィリピン 

(2) 北米………………アメリカ、メキシコ 

(3) その他の地域……イギリス、ベルギー、ハンガリー 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

その他の
地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,050 7,674 4,322 310 21,357 ― 21,357

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

8,788 7,162 53 39 16,044 (16,044) ―

計 17,839 14,836 4,376 349 37,402 (16,044) 21,357

営業利益又は営業損失(△) 721 71 386 △49 1,130 (62) 1,067

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

その他の
地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

7,584 4,483 3,374 243 15,684 ― 15,684

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5,407 5,502 30 24 10,964 (10,964) ―

計 12,991 9,985 3,404 267 26,649 (10,964) 15,684

営業利益又は営業損失(△) 167 465 238 △57 814 (108) 706
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア……………シンガポール、マレーシア、中国、台湾、韓国他 

(2) 北米………………アメリカ他 

(3) 欧州………………イギリス、ベルギー他 

(4) その他の地域……ブラジル他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア……………シンガポール、マレーシア、中国、台湾、韓国他 

(2) 北米………………アメリカ他 

(3) 欧州………………イギリス、ベルギー他 

(4) その他の地域……ブラジル他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,380 4,573 1,012 142 15,109

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 21,357

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

43.9 21.4 4.7 0.7 70.7

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,386 3,454 632 92 10,565

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 15,684

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

40.7 22.1 4.0 0.6 67.4

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ＳＭＫ㈱ (6798) 平成22年３月期　第１四半期決算短信

-10-



６. その他の情報 
 
受注及び販売の状況 
 
① 受注実績 

（単位：百万円、％） 
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間  

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年６月 30 日)

(自 平成 21 年４月１日 

至 平成 21 年６月 30 日)

増減 
市場別 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 
映像・音響部品 7,126 33.0 5,405 33.8 △1,720 △24.1 
電装部品 2,235 10.4 1,751 10.9 △484 △21.7 
通信部品 8,146 37.7 5,837 36.5 △2,308 △28.3 
情報事務機部品 2,445 11.3 1,947 12.2 △498 △20.4 
電子玩具・家電部品 1,204 5.6 872 5.4 △331 △27.5 
その他部品 435 2.0 199 1.2 △235 △54.2 

合計 21,593 100.0 16,014 100.0 △5,578 △25.8 
 

(参考)前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日)
市場別 

金額 構成比 
映像・音響部品 21,236 30.1 
電装部品 5,454 7.7 
通信部品 30,517 43.3 
情報事務機部品 7,292 10.3 
電子玩具・家電部品 4,308 6.1 
その他部品 1,729 2.5 

合計 70,538 100.0 
 
 
② 販売実績 

（単位：百万円、％） 
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間  

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年６月 30 日)

(自 平成 21 年４月１日 

至 平成 21 年６月 30 日)

増減 
 市場別 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 
映像・音響部品 6,618 31.0 4,787 30.5 △1,830 △27.7 
電装部品 2,012 9.4 1,300 8.3 △711 △35.4 
通信部品 8,464 39.6 6,799 43.4 △1,664 △19.7 
情報事務機部品 2,354 11.0 1,768 11.3 △586 △24.9 
電子玩具・家電部品 1,417 6.7 832 5.3 △584 △41.3 
その他部品 490 2.3 195 1.2 △294 △60.1 

合計 21,357 100.0 15,684 100.0 △5,672 △26.6 
 

(参考)前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日)
市場別 

金額 構成比 
映像・音響部品 22,044 30.3 
電装部品 6,077 8.4 
通信部品 30,207 41.5 
情報事務機部品 7,681 10.6 
電子玩具・家電部品 4,834 6.6 
その他部品 1,898 2.6 

合計 72,742 100.0 
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