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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期の連結業績(2020年４月１日～2021年３月31日)
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 552,178 5.0 153,355 4.9 171,827 8.4 121,790 10.2

2020年３月期 526,000 △8.8 146,254 △18.8 158,450 △20.1 110,500 △15.4
(注) 包括利益 2021年３月期 182,059百万円( 230.7％) 2020年３月期 55,053百万円(△54.0％)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年３月期 1,831.98 － 9.3 11.7 27.8

2020年３月期 1,656.44 － 8.9 11.4 27.8
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 －百万円 2020年３月期 －百万円
　

　

（２）連結財政状態

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

2021年３月期 1,539,871 1,379,987 89.4 20,835.47

2020年３月期 1,390,539 1,253,266 89.9 18,794.58
(参考) 自己資本 2021年３月期 1,376,704百万円 2020年３月期 1,250,188百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年３月期 120,473 73,440 △56,009 561,540

2020年３月期 124,610 24,923 △49,925 399,128
　　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年３月期 － 200.00 － 200.00 400.00 26,607 24.1 2.1

2021年３月期 － 200.00 － 300.00 500.00 33,127 27.3 2.5

2022年３月期(予想) － 300.00 － 300.00 600.00 30.9
　

(注) 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

３．2022年３月期の連結業績予想(2021年４月１日～2022年３月31日)
(％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 310,000 23.0 86,500 33.0 90,500 32.6 64,250 38.8 972.37

通 期 620,000 12.3 173,000 12.8 181,000 5.3 128,500 5.5 1,944.75

　　



※ 注記事項

（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) ： 有

　 新規 １社 (社名)SMC Investment Management China Co., Ltd. 、除外 －社 (社名)
　

(注) 詳細は、添付資料P.11をご覧ください。

（２）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
　

　

（３）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 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 1,294,348株 2020年３月期 850,846株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 66,480,200株 2020年３月期 66,709,601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：3,000株)
は、②期末自己株式数及び③期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めています。

(参考) 個別業績の概要
2021年３月期の個別業績(2020年４月１日～2021年３月31日)
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 347,611 4.4 87,542 △5.7 300,543 224.0 262,885 298.0

2020年３月期 333,045 △10.4 92,874 △16.6 92,755 △38.4 66,048 △41.5
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期 3,954.33 －

2020年３月期 990.08 －
　

　

（２）個別財政状態

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

2021年３月期 1,081,931 976,647 90.3 14,780.89

2020年３月期 856,207 764,400 89.3 11,491.54

(参考) 自己資本 2021年３月期 976,647百万円 2020年３月期 764,400百万円
　　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１ 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。

２ 業績予想に関する事項については、添付資料P.2をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当期における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな打撃を受け、米中間の緊張にも緩

和の兆しが見えないなど、非常に厳しい状況で推移しました。

自動制御機器の需要は、中国ではすべての業種向けで大幅に増加したほか、半導体関連向けがその他のアジア、

北米、欧州、日本など各地域で好調で、北米の自動車関連、欧州の工作機械関連向けなどでも年度後半から回復基

調に転じました。

このような状況の中で当社グループは、新型コロナ対策を徹底して製品供給能力の維持に努める一方、省エネ性

能に優れた新製品の開発、グローバル連携による積極的な販売活動の推進などの課題に引続き取り組みました。

この結果、当期の連結売上高は552,178百万円(前期比5.0％増)となり、主に増収の効果と販管費の減少により営

業利益は153,355百万円(同4.9％増)となりました。受取利息は減少したものの為替差益の計上などから経常利益は

171,827百万円(同8.4％増)となり、親会社株主に帰属する当期純利益は121,790百万円(同10.2％増)となりました。

自己資本当期純利益率(ROE)は、前期に比べ0.4ポイント上昇して9.3％となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

当期末における総資産は、投資有価証券が減少した一方、現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産、有

形固定資産が増加したことなどから、前期末比149,331百万円(10.7％)増加して1,539,871百万円となりました。

負債合計は、短期借入金、繰延税金負債、退職給付に係る負債が減少したものの、支払手形及び買掛金、未払法

人税等が増加したことなどから、前期末比22,610百万円(16.5％)増加して159,883百万円となりました。

純資産は、自己株式の取得により減少したものの、利益剰余金、為替換算調整勘定の増加などから前期末比

126,721百万円(10.1％)増加して1,379,987百万円となりました。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前期末比162,411百万円増の561,540百万

円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は、税金等調前当期純利益の増加、売上債権の増加、受取利息及び受取配当金の

減少、為替差益の増加、法人税等の支払額の減少などの結果、120,473百万円(前期比4,137百万円の収入減)とな

りました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により得られた資金は、定期預金の預入による支出の減少、有形固定資産の取得による支出の減少、

有価証券及び投資有価証券の取得による支出の減少、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入の発

生などの結果、73,440百万円(前期比48,516百万円の収入増)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した資金は、自己株式の取得による支出の増加などの結果、56,009百万円(前期比6,084百

万円の支出増)となりました。

(4) 今後の見通し

足元の需要動向は、半導体関連向けが中国をはじめとするアジアを中心に各地域で大きく伸びているほか、日本

を除く各地域において自動車関連及び工作機械関連向けも増加傾向に転じており、食品機械・医療機器向けは引続

き堅調です。

しかし、新型コロナウイルス感染症は、地域によっては再び拡大の様相を見せており、物流の停滞や半導体の不

足などの要因も加わって、先行き不透明な状況が続くものと想定されます。

当社グループは引続き、旺盛な需要に対応するための生産・製品開発・販売・物流の各機能の充実とグローバル

ネットワークの強化に努めます。

次期の連結業績については、１ＵＳドル＝109円、１ユーロ＝130円、１人民元＝17円の為替レートを前提に、売

上高620,000百万円、営業利益173,000百万円、経常利益181,000百万円、親会社株主に帰属する当期純利益128,500

百万円と予想しています。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性を維持する観点から、当面は日本基準に基づき連結財務諸表を

作成する方針です。

ＩＦＲＳ(国際財務報告基準)の適用については、今後の国内外の諸情勢を考慮し、適切に対応していきます。
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３．連結財務諸表及び主な注記

(1) 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)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 548,311 629,291

受取手形及び売掛金 143,136 174,934

有価証券 12,454 11,256

商品及び製品 103,456 112,131

仕掛品 18,913 21,314

原材料及び貯蔵品 110,190 115,306

その他 28,603 33,470

貸倒引当金 △517 △751

流動資産合計 964,549 1,096,953

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 158,753 158,825

減価償却累計額 △76,583 △77,374

建物及び構築物（純額） 82,169 81,450

機械装置及び運搬具 119,676 130,289

減価償却累計額 △84,818 △91,773

機械装置及び運搬具（純額） 34,857 38,515

工具、器具及び備品 68,678 72,658

減価償却累計額 △60,888 △63,634

工具、器具及び備品（純額） 7,789 9,024

土地 38,611 38,812

建設仮勘定 25,049 30,737

有形固定資産合計 188,477 198,540

無形固定資産

借地権 8,649 8,931

その他 2,122 2,457

無形固定資産合計 10,771 11,389

投資その他の資産

投資有価証券 74,791 72,383

退職給付に係る資産 35 4,828

保険積立金 139,226 145,373

繰延税金資産 5,859 5,108

その他 8,276 6,782

貸倒引当金 △1,448 △1,488

投資その他の資産合計 226,740 232,987

固定資産合計 425,989 442,917

資産合計 1,390,539 1,539,871
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 38,379 44,091

短期借入金 3,726 1,465

未払法人税等 14,669 30,029

賞与引当金 2,434 3,055

その他 35,155 39,402

流動負債合計 94,364 118,043

固定負債

長期借入金 7,790 9,323

繰延税金負債 18,682 17,385

役員退職慰労引当金 964 286

役員株式給付引当金 － 57

退職給付に係る負債 8,296 6,674

その他 7,175 8,112

固定負債合計 42,908 41,839

負債合計 137,272 159,883

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 1,277,198

自己株式 △30,432 △59,139

株主資本合計 1,285,922 1,352,399

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 11,404

為替換算調整勘定 △40,084 12,056

退職給付に係る調整累計額 △1,994 842

その他の包括利益累計額合計 △35,734 24,304

非支配株主持分 3,078 3,283

純資産合計 1,253,266 1,379,987

負債純資産合計 1,390,539 1,539,871
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(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 526,000 552,178

売上原価 266,148 286,326

売上総利益 259,852 265,852

販売費及び一般管理費 113,597 112,496

営業利益 146,254 153,355

営業外収益

受取利息 10,710 6,959

為替差益 － 8,570

保険積立金運用益 2,385 569

その他 3,692 3,609

営業外収益合計 16,788 19,709

営業外費用

支払利息 124 174

売上割引 390 358

有価証券売却損 474 180

為替差損 3,335 －

その他 266 523

営業外費用合計 4,592 1,236

経常利益 158,450 171,827

特別利益

固定資産売却益 173 650

投資有価証券売却益 225 69

子会社清算益 117 －

関係会社株式売却益 － 929

その他 22 17

特別利益合計 538 1,667

特別損失

固定資産除却損 225 685

投資有価証券売却損 311 5

子会社株式評価損 199 －

関係会社株式評価損 － 104

その他 118 217

特別損失合計 855 1,012

税金等調整前当期純利益 158,133 172,482

法人税、住民税及び事業税 39,063 53,565

法人税等調整額 8,475 △2,909

法人税等合計 47,539 50,655

当期純利益 110,594 121,826

非支配株主に帰属する当期純利益 93 35

親会社株主に帰属する当期純利益 110,500 121,790
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 110,594 121,826

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,349 5,228

為替換算調整勘定 △52,921 52,167

退職給付に係る調整額 △1,269 2,837

その他の包括利益合計 △55,540 60,232

包括利益 55,053 182,059

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 54,998 181,829

非支配株主に係る包括利益 55 229
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(3) 連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 61,005 73,372 1,088,960 △3,086 1,220,251

当期変動額

剰余金の配当 △26,747 △26,747

親会社株主に帰属する

当期純利益
110,500 110,500

自己株式の取得 △27,346 △27,346

自己株式の処分 0 0 0

連結範囲の変動 9,301 9,301

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
△37 △37

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △37 93,054 △27,346 65,671

当期末残高 61,005 73,335 1,182,014 △30,432 1,285,922

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 7,667 12,824 △724 19,767 3,232 1,243,252

当期変動額

剰余金の配当 △26,747

親会社株主に帰属する

当期純利益
110,500

自己株式の取得 △27,346

自己株式の処分 0

連結範囲の変動 9,301

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
△37

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△1,323 △52,909 △1,269 △55,502 △154 △55,656

当期変動額合計 △1,323 △52,909 △1,269 △55,502 △154 10,014

当期末残高 6,344 △40,084 △1,994 △35,734 3,078 1,253,266
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　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 61,005 73,335 1,182,014 △30,432 1,285,922

当期変動額

剰余金の配当 △26,607 △26,607

親会社株主に帰属する

当期純利益
121,790 121,790

自己株式の取得 △28,706 △28,706

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 95,183 △28,706 66,477

当期末残高 61,005 73,335 1,277,198 △59,139 1,352,399

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 6,344 △40,084 △1,994 △35,734 3,078 1,253,266

当期変動額

剰余金の配当 △26,607

親会社株主に帰属する

当期純利益
121,790

自己株式の取得 △28,706

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
5,060 52,141 2,837 60,039 205 60,244

当期変動額合計 5,060 52,141 2,837 60,039 205 126,721

当期末残高 11,404 12,056 842 24,304 3,283 1,379,987
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 158,133 172,482

減価償却費 16,669 18,585

貸倒引当金の増減額（△は減少） 124 158

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 △711

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 460 △1,652

受取利息及び受取配当金 △12,230 △7,371

支払利息 124 174

為替差損益（△は益） △252 △4,236

投資有価証券売却損益（△は益） 86 △63

関係会社株式売却損益（△は益） － △929

投資有価証券評価損益（△は益） 205 109

売上債権の増減額（△は増加） 7,859 △20,605

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,328 △4,457

仕入債務の増減額（△は減少） 4,319 △891

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,346 △1,168

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,356 4,731

その他 △3,409 △478

小計 160,067 153,675

利息及び配当金の受取額 12,024 4,786

利息の支払額 △110 △197

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △47,370 △37,790

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,610 120,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △216,171 △172,628

定期預金の払戻による収入 280,556 261,998

有形固定資産の取得による支出 △38,498 △28,281

無形固定資産の取得による支出 △481 △1,016

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △12,018 △2,483

有価証券及び投資有価証券の売却及び
償還による収入

14,369 13,583

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

－ 6,280

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 168 72

保険積立金の積立による支出 △8,675 △9,848

保険積立金の払戻による収入 4,106 4,693

その他 1,568 1,069

投資活動によるキャッシュ・フロー 24,923 73,440

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） 2,100 △2,286

長期借入れによる収入 6,500 3,200

長期借入金の返済による支出 △4,413 △1,645

自己株式の取得による支出 △27,346 △28,706

配当金の支払額 △26,745 △26,607

その他 △19 35

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,925 △56,009

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,054 24,507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 82,555 162,411

現金及び現金同等物の期首残高 312,366 399,128

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

4,206 －

現金及び現金同等物の期末残高 399,128 561,540
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(5) 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。

(連結の範囲の重要な変更)

当第４四半期連結会計期間から、新規に設立したSMC Investment Management China Co., Ltd. (特定子会社)

及びSMC Automation China Co., Ltd. の２社を連結の範囲に含めています。また、全株式を売却した東洋運輸倉

庫株式会社及び清算したSMC Manufacturing (Australia) Pty. Ltd. の２社を連結の範囲から除外しました。

(セグメント情報等)

　【セグメント情報】

　 報告セグメントごとの売上高、利益に関する情報

　 前連結会計年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 合計 調整額

連結財務諸表
計上額自動制御機器事業

売上高

外部顧客への売上高 523,754 2,246 526,000 － 526,000

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 189 189 △189 －

計 523,754 2,436 526,190 △189 526,000

セグメント利益 150,693 220 150,914 △4,659 146,254

　 当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 合計 調整額

連結財務諸表
計上額自動制御機器事業

売上高

外部顧客への売上高 550,398 1,779 552,178 － 552,178

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 168 168 △168 －

計 550,398 1,948 552,346 △168 552,178

セグメント利益 159,201 152 159,353 △5,997 153,355

　【関連情報】

　(1) 地域ごとの売上高 (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

前連結会計年度 158,832 60,442 96,423 92,895 92,878 24,528 526,000

当連結会計年度 147,137 59,144 134,377 96,000 93,545 21,974 552,178

　

　(2) 地域ごとの有形固定資産 (単位：百万円)

日本 中国
アジア

(中国を除く)
その他 合計

前連結会計年度 73,718 36,272 36,351 42,136 188,477

当連結会計年度 67,295 43,157 40,035 48,052 198,540
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 18,794円58銭 20,835円47銭

１株当たり当期純利益 1,656円44銭 1,831円98銭

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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４．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

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 151,680 74,826 90,984 224,711 9,975 552,178 － 552,178

(2)所在地間の内部売上高又は
振替高

216,548 4,347 1,615 50,727 19 273,257 (273,257) －

計 368,228 79,173 92,600 275,438 9,994 825,436 (273,257) 552,178

営業利益 93,030 11,578 10,574 41,078 966 157,228 (3,872) 153,355

(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(実績) 2022年３月期(予想)

金額 対前期増減率 金額 対前期増減率

設 備 投 資 額 27,439 △28.5％ 50,000 82.2％

減 価 償 却 費 18,585 11.5％ 21,500 15.7％

研 究 開 発 費 20,874 △2.8％ 22,500 7.8％

　

(3) 主要為替レート

2021年３月期 2022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12銭 110円72銭 109円

Ｅ Ｕ Ｒ 123円72銭 129円76銭 130円

人 民 元 15円67銭 16円86銭 17円

(4) 連結従業員数 　(単位：人)

2021年３月期 前期(末)比増減

従 業 員(期 末) 20,619 △234

臨時従業員(期中平均) 5,061 △65

以 上

　


