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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績(2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 391,891 △1.0 105,871 △3.9 109,866 △4.6 77,487 △6.3

2020年３月期第３四半期 395,935 △10.9 110,141 △21.8 115,223 △25.3 82,656 △23.9

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 99,319百万円(52.5％) 2020年３月期第３四半期 65,111百万円(△27.8％)
　

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３四半期 1,164.93 －

2020年３月期第３四半期 1,237.88 －
　

　

（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３四半期 1,464,711 1,325,769 90.3

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３四半期 1,322,670百万円 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２四半期末配当金の内訳 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 525,000 △0.2 141,000 △3.6 146,000 △7.9 105,000 △5.0 1,578.54

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　　



※ 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）

(注) 2020年12月25日の「中国における連結子会社の再編及び特定子会社の異動に関するお知らせ」で公表しまし

たとおり、当社は中国における持株会社「SMC投資管理有限公司」及び販売統括会社「SMC自動化有限公司」

を設立しました。

両社の増資及び中国における子会社再編は段階的に実施しており、2021年３月期第４四半期中に両社は当社

の特定子会社となり、連結対象に加わる予定です。

（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３Ｑ 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３Ｑ 854,133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３Ｑ 66,516,819株 2020年３月期３Ｑ 66,772,823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３Ｑ：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
１ 2021年３月期の通期連結業績予想については、本資料において修正しています。詳細は、添付資料P.2をご覧

ください。
２ 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３四半期連結累計期間(2020年４月１日から同年12月31日まで)においては、新型コロナウイルス感染症の

収束が見通せない中、米中間の摩擦や米国の政治的混乱なども加わって、先行き不透明感の強い状況が続き、幅

広い業種において設備投資需要は盛り上がりを欠きました。

自動制御機器の需要は、半導体関連は中国及びアジアの一部で好調が続き、他の地域でも前年並みの水準まで

持ち直しました。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総

じて低調でした。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391,891百万円(前年同四半期比1.0％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105,871百万円(同3.9％減)となりました。為替差損が前年同四半期に比べ減

少した一方、受取利息も減少したことなどから経常利益は109,866百万円(同4.6％減)、税金等調整前四半期純利

益は109,915百万円(同4.4％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は77,487百万円(同6.3％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0.6ポイント低下して6.0％となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第３四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74,171百万円(5.3％)増加して1,464,711百

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9,105百万

円減少した一方、現金及び預金が48,594百万円増加したこと、新型コロナウイルス感染症の影響による物流の停

滞や半導体関連を中心とした需要の立ち上がりに備えた戦略的な在庫積増しに伴って、たな卸資産が12,451百万

円増加したことです。

負債は、前連結会計年度末に比べ1,669百万円(1.2％)増加して138,942百万円となりました。主な要因は、未払

金及び未払費用など流動負債の「その他」が4,372百万円減少したものの、賞与引当金が5,370百万円増加したこ

とです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ72,502百万円(5.8％)増加して1,325,769百万円となりました。主な要因は、

為替換算調整勘定のマイナスが19,031百万円減少したこと及び利益剰余金が50,880百万円増加したことです。

この結果、自己資本比率は90.3％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については、半導体関連向け、中国市場向けを中心に、需要が想定を上回るペー

スで増加していることから、2020年10月30日の「業績予想の修正等に関するお知らせ」で公表した内容を、以下

のとおり変更します。

なお、新たな業績予想の前提とした通期の平均為替レートは、１米ドル＝105円60銭(前回発表予想105円)、１

ユーロ＝123円70銭(同121円)、１人民元＝15円70銭(同15円)です。

2021年３月期通期連結業績予想の修正(2020年４月１日～2021年３月31日)

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

前回発表予想(Ａ) 480,000 116,000 125,000 86,500 1,300.40

今回修正予想今回修正予想今回修正予想今回修正予想今回修正予想(((((ＢＢＢＢＢ))))) 555552222255555,,,,,000000000000000 111114444411111,,,,,000000000000000 111114444466666,,,,,000000000000000 111110000055555,,,,,000000000000000 11111,,,,,555557777788888.....5555544444

増減額(Ｂ)－(Ａ) 45,000 25,000 21,000 18,500

増減率(％) 9.4 21.6 16.8 21.4

前期実績(2020年３月期) 526,000 146,254 158,450 110,500 1,656.44
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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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 548,311 596,906

受取手形及び売掛金 143,136 149,956

有価証券 12,454 10,391

商品及び製品 103,456 111,006

仕掛品 18,913 19,357

原材料及び貯蔵品 110,190 114,647

その他 28,603 19,498

貸倒引当金 △517 △547

流動資産合計 964,549 1,021,216

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 82,169 81,267

機械装置及び運搬具（純額） 34,857 35,388

土地 38,611 39,325

その他（純額） 32,839 37,998

有形固定資産合計 188,477 193,979

無形固定資産 10,771 10,737

投資その他の資産

投資有価証券 74,791 81,637

保険積立金 139,226 144,026

その他 14,171 14,541

貸倒引当金 △1,448 △1,427

投資その他の資産合計 226,740 238,778

固定資産合計 425,989 443,494

資産合計 1,390,539 1,464,711
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 38,379 40,662

短期借入金 3,726 1,667

未払法人税等 14,669 14,857

賞与引当金 2,434 7,804

その他 35,155 30,782

流動負債合計 94,364 95,775

固定負債

長期借入金 7,790 9,664

役員退職慰労引当金 964 413

役員株式給付引当金 － 38

退職給付に係る負債 8,296 6,765

その他 25,857 26,284

固定負債合計 42,908 43,167

負債合計 137,272 138,942

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 1,232,895

自己株式 △30,432 △30,623

株主資本合計 1,285,922 1,336,613

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 9,294

為替換算調整勘定 △40,084 △21,053

退職給付に係る調整累計額 △1,994 △2,184

その他の包括利益累計額合計 △35,734 △13,942

非支配株主持分 3,078 3,098

純資産合計 1,253,266 1,325,769

負債純資産合計 1,390,539 1,464,711
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 395,935 391,891

売上原価 200,212 204,912

売上総利益 195,723 186,979

販売費及び一般管理費 85,581 81,107

営業利益 110,141 105,871

営業外収益

受取利息 7,964 5,425

その他 3,099 2,792

営業外収益合計 11,064 8,218

営業外費用

支払利息 104 132

売上割引 300 262

為替差損 5,189 3,344

その他 387 483

営業外費用合計 5,983 4,223

経常利益 115,223 109,866

特別利益

固定資産売却益 161 594

投資有価証券売却益 212 40

子会社清算益 117 －

その他 13 9

特別利益合計 504 644

特別損失

固定資産除却損 216 296

投資有価証券売却損 311 5

子会社株式評価損 159 －

その他 84 293

特別損失合計 772 595

税金等調整前四半期純利益 114,956 109,915

法人税等 32,202 32,546

四半期純利益 82,753 77,369

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（△）

96 △118

親会社株主に帰属する四半期純利益 82,656 77,487
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　四半期連結包括利益計算書

　第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 82,753 77,369

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,262 3,098

為替換算調整勘定 △19,724 19,042

退職給付に係る調整額 △180 △190

その他の包括利益合計 △17,642 21,950

四半期包括利益 65,111 99,319

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 64,975 99,280

非支配株主に係る四半期包括利益 136 39

　



ＳＭＣ株式会社(6273) 2021年３月期 第３四半期決算短信

－ 7 －

(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３四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。

(重要な後発事象)

　(自己株式の取得)

当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項の規定により読み替

えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。

　 (1) 自己株式の取得を行う理由

　 株主還元の充実、資本効率の向上を目的とするものです。

　 (2) 取得に係る事項の内容

　 ① 取得対象株式の種類 普通株式

　 ② 取得し得る株式の総数 440,000株(上限)

　 ③ 株式の取得価額の総額 30,000百万円(上限)

　 ④ 取得期間 2021年２月24日から2021年３月24日まで

　 ⑤ 取得方法 東京証券取引所における市場買付
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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３四半期(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 109,351 53,251 63,357 158,696 7,234 391,891 － 391,891

(2) 所在地間の内部売上高又は
振替高

153,246 3,120 1,040 35,887 16 193,311 (193,311) －

計 262,597 56,372 64,397 194,584 7,251 585,202 (193,311) 391,891

営業利益 66,201 7,498 6,616 27,819 666 108,803 (2,932) 105,871

(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３四半期(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 17,861 △40.3％ 25,000 △34.8％

減 価 償 却 費 13,684 12.3％ 19,300 15.8％

研 究 開 発 費 15,381 △6.0％ 22,000 2.4％

(注) 2021年３月期(予想)の設備投資額及び減価償却費については、直近予想(30,000百万円及び18,800百万円)からそ

れぞれ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３四半期 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13銭 103円62銭 105円60銭

Ｅ Ｕ Ｒ 122円38銭 126円30銭 123円70銭

人 民 元 15円44銭 15円90銭 15円70銭

(注) 2021年３月期のＵＳ＄、ＥＵＲ及び人民元の予想平均レートについては、直近の業績予想の修正時(１ＵＳ＄＝

105円、１ＥＵＲ＝121円及び１人民元＝15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３四半期 前期(末)比増減

従 業 員(期 末) 20,704 △149

臨時従業員(期中平均) 5,082 △44

以 上

　


