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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績(2020年４月１日～2020年９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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 251,993 △4.7 65,045 △11.5 68,272 △6.4 46,281 △13.7

2020年３月期第２四半期 264,470 △12.6 73,472 △24.6 72,972 △35.1 53,603 △29.5
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 56,281百万円( 535.4％) 2020年３月期第２四半期 8,857百万円( △89.4％)
　

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

2021年３月期第２四半期 695.78 －

2020年３月期第２四半期 801.23 －
　

　

（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 ％

2021年３月期第２四半期 1,437,187 1,296,044 90.0

2020年３月期 1,390,539 1,253,266 89.9

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 1,293,028百万円 2020年３月期 1,250,188百万円
　

　　

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

2020年３月期 － 200.00 － 200.00 400.00

2021年３月期 － 200.00

2021年３月期(予想) － － －

(注)１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

２ 2020年３月期 第２四半期配当金の内訳 普通配当100円00銭 特別配当100円00銭
　 2021年３月期 期末配当金は未定です。

　

３．2021年３月期の連結業績予想(2020年４月１日～2021年３月31日)
(％表示は、対前期増減率)

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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 480,000 △8.7 116,000 △20.7 125,000 △21.1 86,500 △21.7 1,300.40

(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P.7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) 2021年３月期２Ｑ 67,369,359株 2020年３月期 67,369,359株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 854,025株 2020年３月期 850,846株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年３月期２Ｑ 66,517,609株 2020年３月期２Ｑ 66,900,557株
　

(注) 取締役に対する株式報酬のための「役員向け株式給付信託」が保有する当社株式(2021年３月期２Ｑ：3,000
株)は、②期末自己株式数及び③期中平均株式数(四半期累計)の計算において控除する自己株式数に含めてい
ます。

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料におけ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、予想と大きく異なる可能性がありま
す。
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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

当第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から同年９月30日まで)においては、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大による世界経済への打撃が深刻さを増す中、米中間の摩擦にも緩和の兆しが見えず、先行き不透明感が

一層強まり、幅広い業種において設備投資を手控える動きが続きました。

自動制御機器の需要は、半導体関連は中国で好調が続きましたが、他の地域では伸び悩みました。自動車関連

及び工作機械関連は中国では好調でしたが、北米、欧州、日本など他の地域では低迷が続きました。医療機器関

連は中国で大幅に伸びたほか、食品機械関連は全般的に堅調でした。

こうした状況のもと、当社グループの売上高は251,993百万円(前年同四半期比4.7％減)となり、主に減収と対

ドルでの円高の影響から営業利益は65,045百万円(同11.5％減)となりました。為替差損が前年同四半期に比べ大

幅に減少したことなどから経常利益は68,272百万円(同6.4％減)、税金等調整前四半期純利益は67,843百万円(同

7.0％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は46,281百万円(同13.7％減)となりました。

自己資本四半期純利益率(ROE)は、前年同四半期に比べ0.8ポイント低下して3.6％となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第２四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46,648百万円(3.4％)増加して1,437,187百

万円となりました。主な要因は、有価証券(米国債)の償還に伴う未収入金など流動資産の「その他」が9,858百万

円減少した一方、現金及び預金が39,552百万円、たな卸資産が9,699百万円それぞれ増加したことです。

負債は、前連結会計年度末に比べ3,870百万円(2.8％)増加して141,143百万円となりました。主な要因は、支払

手形及び買掛金が1,749百万円減少したものの、未払法人税等が5,216百万円増加したことです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ42,777百万円(3.4％)増加して1,296,044百万円となりました。主な要因は、

為替換算調整勘定のマイナスが8,681百万円減少したこと及び利益剰余金が32,978百万円増加したことです。

この結果、自己資本比率は90.0％となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期通期の業績予想(連結及び個別)については、2020年10月30日の「業績予想の修正等に関するお知

らせ」で公表した内容から変更していません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 548,311 587,864

受取手形及び売掛金 143,136 140,473

有価証券 12,454 12,062

商品及び製品 103,456 111,423

仕掛品 18,913 18,925

原材料及び貯蔵品 110,190 111,910

その他 28,603 18,744

貸倒引当金 △517 △505

流動資産合計 964,549 1,000,900

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 82,169 82,399

機械装置及び運搬具（純額） 34,857 35,117

土地 38,611 39,085

その他（純額） 32,839 34,443

有形固定資産合計 188,477 191,047

無形固定資産 10,771 10,821

投資その他の資産

投資有価証券 74,791 77,958

保険積立金 139,226 144,056

その他 14,171 13,831

貸倒引当金 △1,448 △1,426

投資その他の資産合計 226,740 234,419

固定資産合計 425,989 436,287

資産合計 1,390,539 1,437,187
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 38,379 36,629

短期借入金 3,726 1,709

未払法人税等 14,669 19,885

賞与引当金 2,434 2,939

その他 35,155 34,654

流動負債合計 94,364 95,818

固定負債

長期借入金 7,790 10,006

役員退職慰労引当金 964 360

役員株式給付引当金 － 19

退職給付に係る負債 8,296 6,786

その他 25,857 28,151

固定負債合計 42,908 45,324

負債合計 137,272 141,143

純資産の部

株主資本

資本金 61,005 61,005

資本剰余金 73,335 73,335

利益剰余金 1,182,014 1,214,993

自己株式 △30,432 △30,616

株主資本合計 1,285,922 1,318,717

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,344 7,835

為替換算調整勘定 △40,084 △31,403

退職給付に係る調整累計額 △1,994 △2,120

その他の包括利益累計額合計 △35,734 △25,689

非支配株主持分 3,078 3,016

純資産合計 1,253,266 1,296,044

負債純資産合計 1,390,539 1,437,187
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 264,470 251,993

売上原価 134,191 133,533

売上総利益 130,278 118,460

販売費及び一般管理費 56,806 53,415

営業利益 73,472 65,045

営業外収益

受取利息 5,509 3,935

その他 2,138 1,799

営業外収益合計 7,648 5,735

営業外費用

支払利息 75 73

売上割引 125 165

為替差損 7,626 1,931

その他 320 337

営業外費用合計 8,148 2,508

経常利益 72,972 68,272

特別利益

固定資産売却益 123 81

子会社清算益 117 －

その他 28 14

特別利益合計 269 95

特別損失

固定資産売却損 66 31

固定資産除却損 88 247

子会社株式評価損 159 －

その他 0 245

特別損失合計 315 525

税金等調整前四半期純利益 72,925 67,843

法人税等 19,246 21,688

四半期純利益 53,679 46,154

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

76 △127

親会社株主に帰属する四半期純利益 53,603 46,281

　



ＳＭＣ株式会社(6273) 2021年３月期 第２四半期決算短信

－ 6 －

　四半期連結包括利益計算書

　第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 53,679 46,154

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △478 1,570

為替換算調整勘定 △44,222 8,682

退職給付に係る調整額 △120 △126

その他の包括利益合計 △44,821 10,126

四半期包括利益 8,857 56,281

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,802 56,327

非支配株主に係る四半期包括利益 55 △46
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(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)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

　(税金費用の計算)

税金費用については、当第２四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います。

なお、一部の連結子会社の税金費用については当該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います。
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３．決算補足資料

(1) 所在地別売上高及び営業利益 (単位：百万円)

2021年３月期第２四半期(累計)

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 70,969 34,678 40,618 101,044 4,683 251,993 － 251,993

(2) 所在地間の内部売上高又は
振替高

98,388 2,268 733 24,721 14 126,125 (126,125) －

計 169,357 36,946 41,351 125,766 4,697 378,119 (126,125) 251,993

営業利益 40,693 4,606 4,330 16,847 383 66,861 (1,815) 65,045

(2) 連結設備投資額、減価償却費及び研究開発費 　(単位：百万円)

2021年３月期第２四半期(累計) 2021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 11,205 △46.4％ 30,000 △21.8％

減 価 償 却 費 8,937 13.0％ 18,800 12.8％

研 究 開 発 費 10,181 △6.8％ 22,000 2.4％

(注) 2021年３月期の設備投資額については、期初予想(40,000百万円)から上記のとおりに変更しています。

(3) 主要為替レート

2021年３月期第２四半期 2021年３月期

平均レート 期末日レート 予想平均レート

Ｕ Ｓ ＄ 106円92銭 105円81銭 105円

Ｅ Ｕ Ｒ 121円32銭 124円16銭 121円

人 民 元 15円26銭 15円54銭 15円

(注) 2021年３月期のＵＳ＄及びＥＵＲの予想平均レートについては、期初予想(１ＵＳ＄＝106円及び１ＥＵＲ＝116

円)からそれぞれ上記のとおりに変更しています。

(4) 連結従業員数 　(単位：人)

2021年３月期第２四半期 前期(末)比増減

従 業 員(期 末) 20,763 △90

臨時従業員(期中平均) 5,094 △32

以 上

　


