
スミダコーポレーション株式会社
第57期定時株主総会
及び会社説明会概要

平成２４年３月２０日
台場日航ホテル

東日本大震災の発生から1年が経過しました。このたびの大震災で犠牲と

なられた方々、そして被災者の方々に、改めて心からのお悔やみとお見舞
いを申し上げます。さて、スミダグループは平成３月２０日に第５７期定時
株主総会を開催いたしました。当日、会場にお越しになれなかった株主様
、そして投資家の皆様に当総会とその後に開催しました会社説明会の概
要をお伝え致します。これにより少しでもスミダに対する理解を深めて頂け
れば幸いです。

株主の皆様におかれましては、従来と変わらぬご支援、ご協力を賜ります
よう心からお願い申し上げます。



平成23年 多難な一年

• 厳しい外部環境や先行きの不透明な状況下、これまで築き上げたグローバル経営を活か
し影響を 小限に抑えた

– 二つの大きな災害、ユーロ危機による円高にも関わらず危機的な減収減益にはならなかった

– 三つの三分割によるグローバル経営の効果

• 営業利益: 銅価格の高騰、賃金の上昇、為替変動により減益

H.19 H.23H.22H.21H.20

H.19～23

平成２０年、２１年のリーマン・ショックから２２年の業績は順調に回復しま
した。しかし２３年は銅などの原材料価格が高騰し、中国における賃金が
予想以上に上昇しました。また欧州地域によるユーロの売上は円換算し
た時の売上高に影響を与えました。またアジアでの家電が振るわないなど
、全体的にみて多難な一年でありました。
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スミダの経営リスク分散

スミダ経営体制の３つの観点 ３×３の原則

世界のマーケット

通貨 地域

家電機器

産業分野
車載関連

ドル

ユーロ

円

日本・アジア

北米
欧州

スミダの経営

そうした中、当社は基本的体制として経営を３つの観点から見るようにして
います。その３つとは世界のマーケット、地域そして通貨の分散です。そし
て、こうした観点の中でバランスをとっていくことが安定した経営だと思いま
す。

世界のマーケットのバランスとは、当社で５０年以上の実績ある家電分野
、世界的にも高いシェアを有するABSコイルやキーレスエントリーの車載関

連分野、そして医療機器や太陽光発電などの産業分野の３つに分散して
いることです。

次に地域のバランスについては、『日本・アジア』、『欧州』、『北米』の３つ
に分散するということです。当社はグローバルでの経営をしておりますが、
これからの経営はこれに加えて地域化がより重要であると考えております
。従いまして大きく３つの地域で分けた地域分散経営を目指します。

後に当社の取り扱う通貨の分散ですが、当社グループは今までUSドル

の比重が高い経営をしてまいりました。ヨーロッパビジネスの拡大により、
当社売上高の２３％ある円、同じく５２％のユーロ、そしてドルとドルに連動
するその他の通貨が２５％あります。一方で製造からみたコストに関して
は円で１４％、ユーロで３５％、ドルその他で５１％となっております。



スミダの経営リスク分散

スミダ経営体制の３つの観点 ３×３の原則

世界のマーケット

通貨 地域

家電機器

産業分野
車載関連

ドル

ユーロ

円

日本・アジア

北米
欧州

スミダの経営

これらのバランスをウオッチすることにより、為替の変動リスクを軽減でき
る経営にとりくんでいます。

当社はこうしたバランスアプローチを柱として世界でいつ何が起ころうと安
定した２１世紀の経営を今後も目指してまいります。

平成２３年、もし分散した世界のマーケットのうち車載関連や産業分野が
なければ、もし地域的に欧州がなければ、もっと厳しい状況であったと思
います。また平成２３年の為替市場を見ると円だけが極端に強い状況で、
当初想定したバランスがとれなかったものの、当社はユーロ建ての販売金
額の３分の２をユーロの地域で製造しているので、そうした体制がある程
度為替変動の影響を小さくできたのだと思います。



家電機器

• ネガティブ要因：
家電、特に液晶テレビ市場の低迷及び大量
需要品の価格競争激化

• ポジティブ要因:
マーケットポジションの強化と収益性を狙った
ニッチ市場への参入

製品ハイライト:

• 携帯端末用製品ラインアップの強化:

– 積層パワーインダクター

– 高電流パワーインダクター

– 電源用トランス

平成２３年度売上高
全体の３０．８％
対前年比 △１４．６％

市場別に見ますと、平成２３年の家電製品向けはスマートフォン、タブレッ
ト端末市場以外は厳しい状況が続きました。テレビ、モニターは非常に厳
しかった年でした。ただ、家電製品の市場は大きく、先進国では飽和状態
が続く一方で新興国は市場が拡大しております。その市場にいち早く参入
しシェアをとり、今後出てくる新しい製品のリーダーとなり利益率のとれるも
のに注力していきます。当社の主力製品であるパワーインダクタではスマ
ートフォン、タブレット端末向けの積層タイプを開発、販売してまいります。
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車載関連（自動車向け）

• ネガティブ要因
災害による国内市場の一時低迷

• ポジティブ要因
欧米市場が好調。 欧州及び日本市場での
HEV/EV向け充電機器関連部品の受注

製品ハイライト:

• イグナイター、ABSなど主力製品の次世代モ
デルの受注

• 充電関連アプリケーション向け部品など
HEV/EV向け製品の新規案件と販売の増加

平成２３年度売上高
全体の５２．２％
対前年比 ＋７．８％

一方、自動車分野では市場でトップシェアを持つ製品、すなわちABSコイル
、キーレスエントリー、HIDヘッドランプ用が順調に伸びました。しかし、２３

年は銅価格の高騰により利益への貢献は限定的でした。現在、材料価格
に連動した価格設定をすすめており、利益率の改善をはかってまいります
。また、ハイブリッド化、電気自動車化の進展により充電関連のアプリケー
ションが重要になってきました。更にそれに付随する充電基地など、国、地
域レベルのインフラ整備も必要となると考えられます。車載部品のみなら
ず、インフラ整備までを視野にいれた中長期的な投資も行い、取り組んで
まいります。
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産業分野

• ネガティブ要因
特になし

• ポジティブ要因
代替エネルギー市場の戦略的パートナーと事
業拡大の基礎作りをした。
少量・高収益の医療関連ビジネスの拡大

製品ハイライト:

• 医療機器など高信頼性アプリケーション向け

• 太陽光発電インバターモジュール

• LED照明用ドライバー

平成２３年度売上高
全体の１７．０％
対前年比 ＋１．２％

また、産業分野では医療機器向けは着実に実績をあげてきました。今後
は太陽光発電のパワーコンディショナーが着実に市場拡大していきます。
世界的な高齢化の中、引き続き医療機器向けも伸ばしていきます。ここで
も単体のみならず、インフラ整備も視野にいれて、取りこぼしのないように
ビジネスチャンスをものにしてまいります。
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通期連結営業利益分析
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2,110

（単位：百万円）

これは本業を一番表す営業利益の平成２２年との比較です。

やはりマイナス面で大きかったのは原材料費の６億４千５百万円、中国の
人件費４億３千７百万円、逆に年前半のドルに対するユーロ高による為替
差益は３億５千百万円のプラス要因となっております。今後はあらゆるリス
クの分散に加え、一層の生産性の向上を進めて利益率の改善を目指しま
す。
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スミダグループの配当基本方針

＠安定性
年間の基準配当額は１株につき２０円以上

＠業績連動性
基準配当性向（２５％～３０％）

＠事前開示
年間配当額の事前開示

配当基本方針

事前アンケートで多かったご質問についての説明をしたいと思います。

まず配当についてです。毎年ご説明申し上げている配当に関する３つの基
本方針に変更はありません。すなわち、年に 低２０円を保証する安定性、
配当性向を２５％から３０％とする業績連動性、そして年間予想配当額の事
前開示です。平成２３年につきましては、年初に立てた事業計画に達しなか
ったため、遺憾ながら期中に年間予想配当額を見直し、安定配当の維持に
とどまる結果となりました。



為替換算調整勘定

（円での実際支払い価格）
円

外貨（ドル、ユーロ等）資産

外貨（ドル、ユーロ等）資産

（決算時）
円評価

投資時の
為替レート
で換算

決算時の
為替レート
で評価

評
価
差
額

為替換算調整勘定

※会計上の処理であるため、実際に資金は流出しない

連結貸借対照表をご覧になった方から、『為替換算調整勘定とはどういう
ものか』というご質問がありました。平成23年12月期末でマイナス129億円

となっています。

これは海外資産を買った時点の円での実際支払った価格と決算期末時点
での評価の差額のことです。買収時の円価格は変化しませんが、決算期
ごとの円評価は毎年変化します。その差が為替換算調整勘定となります。

円高が進めば為替換算調整勘定はマイナスとなり、逆に円安に振れると
プラスとなってきます。あくまでも会計上の処理であるため、実際に資金は
流出していません。



売上高と営業キャッシュフロー
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平成２３年度の営業キャッシュフロー
減少要因

-銅価格の高騰
-中国の人件費の高騰
-円高
-在庫の増加

中期経営計画
H24-H26で対応

-収益性の向上
-キャッシュマネジメント
-プロダクトマネジメント

平成２３年度の売上に対して営業キャッシュフローが減少している点につ
いてご説明いたします。さまざまな要因はありあますが、銅価格の高騰、
中国における人件費の上昇、円高の進行、それに在庫が増えたことがあ
げられます。こうした点については今年度から行う中期経営計画で収益性
の向上、キャッシュマネジメントやプロダクトマネジメントを着実に行うこと
により改善していく予定です。
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会社説明会

改めましてＣＥＯの八幡でございます。先ほど、経営の基本体制について
説明いたしましたが、経営体質の強化について少し説明します。スミダ
では今年を起点とした１０年におよぶ長期的なマスタープランを作成し
ました。

その中で３年ごとのステージにテーマがあります。

ステージⅠ、激動する世界における再成長への基盤づくり

ステージⅡ 新たな市場開拓と成長

ステージⅢ 更なる成長と多様化

2012年から2014年までのステージIでは次の４つを主眼におきます。これら

は当然企業としてやるべきことですが、私はあえて全社一丸となって重
点的に取り組む意味で明確にしました。収益性の向上

コスト管理、半自動化の推進で生産性を高め、より筋肉質な体質にします
。
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３つの観点
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グローバル・キャッシュ・マネジメント

資金効率を向上させます。余剰資金は一元管理を行い、従来力を入れて
いた為替管理から更に機能アップしたキャッシュマネジメントを目指しま
す。

プロダクト・マネジメント

株主総会でご説明した３つの市場をバランスよくとらえて行くにはプロダク
トマネジメントが不可欠であります。現存の高収益製品の市場シェア拡
大と新製品の開発にチャレンジします。

激変する外部環境に対する適応力の強化

世界のマーケット、地域、通貨のバランスを考え、外部環境の変化に対す
る適応力を高めます。

以上の4つです。この４つの施策を着実に行うことで、バランスシートを改

善させることを今後３年における一番のテーマとして経営の舵取りを行
います。



製造のシルクロード

中国の賃金上昇１３％以上/年
タイの洪水などの自然災害
中国人民元の切り上げ

↓
対応策として

*生産性の上昇
*半自動化の推進
*より低賃金国へ

*製造の中心から販売先へ

重点項目の「プロダクト・マネジメント」や「激変する外部環境に対する適応
力の強化」の観点から３つの地域にそれぞれ課題があります。

①アジアにおける懸念される課題として、中国の賃金上昇。地方都市まで
想定を上回る上昇が続く、今後も年平均１３％以上が見込まれます。昨年
のタイの洪水、東日本大震災などの想定外の自然災害、中国人民元の切
り上げがあります。

対応策としては工場内の生産性の効率化や自動化の推進をします。その
一例として、主力工場であるPanyuでは省力化がすすみ生産性をあげるた

めの工場ライン、いわゆるマザーラインを日々改良し、そのマザーラインを
サテライト工場へ移管する役割が重要となってきております。

‐製造のリスク分散として中国以外の国へ（ラオス・カンボジア・ミャンマー）

も検討します。

‐中国は製造する国に加えて販売する国としての重要性が高まる。そして

人民元で売上げることや他の中国以外の国への移管により、切りあがる
人民元への対応をおこないます。



ヨーロッパビジネスの業績推移

スミダ･ヨーロッパ　四半期業績推移（単純合算）
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事業構造改善を進める

欧州においては、２００６年に買収したＶｏｇｔ社などで買収後、スピーディに
事業の見直しを行い、リーマンショックの一番苦しい時にも手を緩めること
なく構造改革を続けました。賃金の高いオーストリアなどの工場を閉鎖し、
ルーマニアでの生産を集中（現在４工場）したことによる利益率のアップ、
ドイツの自動車メーカーに対するアプローチが売上面での推進力となりま
した。

今後は自動車関連のほか、ドイツでは世界で一番取組が積極的な太陽光
発電や高い成長が期待される医療用のマーケットにも注力していきます。


