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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績(2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第２四半期 421,529 17.5 133,649 13.2 180,725 43.3 133,054 47.4

2022年３月期第２四半期 358,691 42.3 118,035 81.5 126,074 84.7 90,269 95.0
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 202,662百万円( 104.8％) 2022年３月期第２四半期 98,966百万円( 75.8％)

　

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

2023年３月期第２四半期 2,036.32 －

2022年３月期第２四半期 1,366.16 －
　

　

（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 ％

2023年３月期第２四半期 1,963,266 1,732,514 88.1

2022年３月期 1,769,951 1,559,274 87.9

(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 1,728,841百万円 2022年３月期 1,555,628百万円
　

　

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

2022年３月期 － 300.00 － 450.00 750.00

2023年３月期 － 450.00

2023年３月期(予想) － 450.00 900.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2023年３月期の連結業績予想(2022年４月１日～2023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 824,000 13.3 248,500 9.1 302,000 10.6 220,000 14.0 3,366.98

(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）
　

　

（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.8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 ： 有

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) 2023年３月期２Ｑ 67,369,359株 2022年３月期 67,369,359株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 2,029,283株 2022年３月期 2,029,013株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2023年３月期２Ｑ 65,340,286株 2022年３月期２Ｑ 66,075,009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(2022年３月期２Ｑ、2022年
３月期及び2023年３月期２Ｑ：2,600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おります。

　

※ 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あります。
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１ 2023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おります。詳細は、添付資料P.3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２四半期連結累計期間(2022年４月１日から同年９月30日まで)においては、各国の経済活動がコロナ禍か

らの回復に向かい、製造業全般において設備投資意欲が回復いたしましたが、半導体を中心とする部品・素材の

調達難、中国でのゼロコロナ政策による経済活動の停滞、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻の長期化、イン

フレの加速、急激な為替変動など、先行きの不透明な状況が継続しております。

自動制御機器の需要は、半導体・電機関連は、中国・その他のアジア諸国・日本を中心に前半は高い水準でし

たが、７月以降は季節性要因もあり伸び悩みました。自動車関連は、半導体等部品不足による減産の影響は継続

いたしましたが、各地域でEVバッテリー関連需要が伸長いたしました。工作機械関連は、海外向けを中心に総じ

て堅調に推移いたしました。医療機器関連、食品機械関連、その他の業種向けは、コロナ後の新たな省人化・自

動化需要もあり、堅調に推移いたしました。

このような環境下において、当社グループは、部品・素材の調達不足による生産影響を低減するための様々な

努力を継続しつつ、需要の伸長に対応した製品供給能力の確保と、BCP(事業継続計画)に基づく生産の複線化に向

けて、積極的な設備投資を進めました。また、お客様のCO2排出量削減に大きく貢献できる、環境性能の高い新製

品の開発や、販売活動におけるITを活用したグローバル連携の強化などの課題に引き続き取り組みました。

この結果、当社グループの売上高は、販売数量の増加と、為替変動に伴う海外販売分の増収を主要因として、

421,529百万円(前年同四半期比17.5％増)となりました。運送費、人件費、IT関連費用等の増加により販売費及び

一般管理費は増加いたしましたが、増収に伴う利益増加により営業利益は133,649百万円(同13.2％増)となりまし

た。市場金利上昇による受取利息の増加や円安による為替差益の増加から、経常利益は180,725百万円(同43.3％

増)、投資有価証券売却益の計上により、税金等調整前四半期純利益は183,498百万円(同45.8％増)、親会社株主

に帰属する四半期純利益は133,054百万円(同47.4％増)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て1.7ポイント上昇して8.1％となりました。

　(2) 財政状態に関する説明

(資産)

資産合計は、1,963,266百万円(前連結会計年度末比193,314百万円増)となりました。

現金及び預金は、事業活動による利益の獲得や、主に当社単体で保有する外貨建預金に係る為替換算の影響に

より、705,107百万円(同20,273百万円増)となりました。

受取手形及び売掛金は、増収に伴う増加や、海外での外貨建販売分の為替換算による増加により、235,716百万

円(同23,777百万円増)となりました。

棚卸資産は、売上の増加に伴う在庫増加、及び制約が増している昨今のサプライチェーンの状況に対応するた

めの部品・原材料在庫の戦略的な積み増しから、367,289百万円(同63,743百万円増)となりました。

有形固定資産は、売上増加に対応するための生産余力確保や、製品供給の持続可能性を高めるBCPの強化を図る

観点から、国内外で生産・物流設備への投資を拡大したほか、研究開発機能の向上や優秀な人材の確保を目的に

研究開発拠点の移転先用地を取得したことなどにより、314,939百万円(同44,355百万円増)となりました。

(負債)

負債合計は、230,751百万円(前連結会計年度末比20,074百万円増)となりました。

支払手形及び買掛金は、売上増加に応じて仕入が増加したことや部品・原材料の仕入を戦略的に増やしたこと

から、71,354百万円(同9,253百万円増)となりました。

流動負債のその他は、主に賞与に係る未払費用の増加により、59,412百万円(同9,232百万円増)となりました。

(純資産)

純資産は、四半期純利益の獲得により利益剰余金が増加したこと、円安により為替換算調整勘定が156,751百万

円(前連結会計年度末比68,857百万円増)となったことにより、1,732,514百万円(同173,240百万円増)となりまし

た。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて0.2ポイント上昇して88.1％となりました。
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　(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期通期の業績予想については、直近の受注推移及び為替相場の動向などを踏まえて、2022年５月13

日の「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」で公表した内容を、以下のとおり変更いたします。

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＝138円00銭、１ユーロ＝139円00銭、１人民

元＝19円80銭(前回予想：１米ドル＝123円、１ユーロ＝133円、１人民元＝18円50銭)であります。

なお、当該予想数値の修正に関する事項については、本日(2022年11月14日)公表いたしました「2023年３月期

第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値の差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」にも記載

しております。

2023年３月期通期連結業績予想の修正(2022年４月１日～2023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) 805,000 255,000 265,000 188,000 2,877.24

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))))) 888882222244444,,,,,000000000000000 222224444488888,,,,,555550000000000 333330000022222,,,,,000000000000000 222222222200000,,,,,000000000000000 33333,,,,,333336666666666.....9999988888

増減額(Ｂ)－(Ａ) 19,000 △6,500 37,000 32,000

増減率(％) 2.4 △2.5 14.0 17.0

前期実績(2022年３月期) 727,397 227,857 272,981 192,991 2,923.76

なお当社は、本年６月以降、ロシア子会社に対する輸出及び新規投資をすべて停止しております。将来、ロシ

アから完全に撤退すると仮定した場合、現地残余資産の回収に必要な現地当局の許認可が得られず、当社グルー

プが保有しているロシア事業関連の資産が最大で130億円程度毀損するリスクがあります。
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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
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 684,834 705,107

受取手形及び売掛金 211,939 235,716

有価証券 12,219 14,316

商品及び製品 130,829 152,691

仕掛品 25,574 28,861

原材料及び貯蔵品 147,141 185,736

その他 46,769 32,186

貸倒引当金 △901 △886

流動資産合計 1,258,406 1,353,729

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 91,705 118,184

機械装置及び運搬具（純額） 41,988 48,934

土地 74,775 83,822

その他（純額） 62,115 63,997

有形固定資産合計 270,584 314,939

無形固定資産 15,183 17,275

投資その他の資産

投資有価証券 58,750 112,943

保険積立金 150,797 146,393

その他 17,892 19,585

貸倒引当金 △1,664 △1,601

投資その他の資産合計 225,776 277,321

固定資産合計 511,545 609,536

資産合計 1,769,951 1,963,266

　



ＳＭＣ株式会社(6273) 2023年３月期 第２四半期決算短信

－ 5 －

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 62,101 71,354

短期借入金 6,987 7,182

未払法人税等 44,783 48,335

賞与引当金 5,350 5,250

引当金 － 1,062

その他 50,179 59,412

流動負債合計 169,403 192,598

固定負債

長期借入金 4,556 4,618

役員退職慰労引当金 270 406

役員株式給付引当金 65 88

退職給付に係る負債 7,552 7,778

その他 28,829 25,262

固定負債合計 41,274 38,153

負債合計 210,677 230,751

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 1,430,285 1,533,935

自己株式 △109,136 △109,154

株主資本合計 1,455,489 1,559,121

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,235 11,915

為替換算調整勘定 87,893 156,751

退職給付に係る調整累計額 1,010 1,053

その他の包括利益累計額合計 100,139 169,720

非支配株主持分 3,645 3,672

純資産合計 1,559,274 1,732,514

負債純資産合計 1,769,951 1,963,266
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 358,691 421,529

売上原価 176,187 209,332

売上総利益 182,503 212,196

販売費及び一般管理費 64,467 78,546

営業利益 118,035 133,649

営業外収益

受取利息 3,025 5,262

為替差益 3,076 40,470

その他 2,221 1,621

営業外収益合計 8,322 47,353

営業外費用

支払利息 98 72

保険積立金運用損 － 152

その他 186 51

営業外費用合計 284 277

経常利益 126,074 180,725

特別利益

固定資産売却益 47 77

投資有価証券売却益 73 3,141

その他 14 7

特別利益合計 135 3,226

特別損失

固定資産売却損 6 3

固定資産除却損 145 172

減損損失 214 －

特別退職金 － 273

その他 17 4

特別損失合計 383 453

税金等調整前四半期純利益 125,826 183,498

法人税等 35,415 50,383

四半期純利益 90,410 133,115

非支配株主に帰属する四半期純利益 141 61

親会社株主に帰属する四半期純利益 90,269 133,054
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 90,410 133,115

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,450 616

為替換算調整勘定 7,135 68,888

退職給付に係る調整額 △30 42

その他の包括利益合計 8,556 69,546

四半期包括利益 98,966 202,662

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 98,822 202,635

非支配株主に係る四半期包括利益 144 26
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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おりま

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おります。

　(会計方針の変更)

　 (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価

算定会計基準適用指針」という。)を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針

第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ

たって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

当社は、2022年11月14日開催の取締役会において、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、自己株式の取得に関する事項について、以下のとおり決議いたしました。

(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

(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 95万株(上限)

　 ③ 株式の取得価額の総額 60,000百万円(上限)

　 ④ 取得期間 2022年11月21日から2023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) 仕向地別売上高 (単位：百万円)

日本 米国 中国
アジア

(中国を除く)
欧州 その他 合計

89,166 51,432 117,623 77,027 68,369 17,909 421,529

(注) 上記は顧客の所在地別の売上高であります。日本、米国、中国(香港を含む)の売上高は、連結売上高の10％以上

であるため、国単位で区分して表示しております。

(2) 所在地別売上高 (単位：百万円)

日本 北米 欧州 中華圏 その他アジア その他 合計

92,868 65,099 66,227 124,888 64,187 8,256 421,529

(注) 上記は当社及び連結子会社の所在地別の売上高であります。「北米」には米国、カナダ、メキシコ、「中華圏」

には中国(香港を含む)、台湾の売上高が含まれております。

(3) 連結設備投資額、減価償却費及び研究開発費 　(単位：百万円)

2023年３月期第２四半期(累計) 2023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 43,540 △18.5％ 120,000 43.7％

減 価 償 却 費 12,193 25.2％ 26,000 26.5％

研 究 開 発 費 13,584 20.8％ 27,000 15.1％

(注) 2023年３月期の減価償却費及び研究開発費については、期初予想(24,000百万円及び25,000百万円)からそれぞれ

上記のとおりに変更しております。

(4) 主要為替レート

2023年３月期第２四半期 2023年３月期

平均レート 期末日レート 予想平均レート

Ｕ Ｓ ＄ 134円06銭 144円81銭 138円00銭

Ｅ Ｕ Ｒ 138円81銭 142円32銭 139円00銭

人 民 元 19円89銭 20円37銭 19円80銭

(注) 2023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、期初予想(１ＵＳ＄＝123円、１ＥＵＲ

＝133円及び人民元18円50銭)からそれぞれ上記のとおりに変更しております。

(5) 連結従業員数 　(単位：人)

2023年３月期第２四半期 前期(末)比増減

従 業 員(期 末) 22,783 1,163

臨時従業員(期中平均) 6,265 635

以 上

　


