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SMA group improves sales and earnings 

level in Q3 2022 and sees positive trend 

for final quarter 

SMA グループ、2022 年第 3 四半期の収

益向上、第 4 四半期も好調を見込む 

Overview of Q1-Q3 2022: 

• Sales of €724 million (Q1-Q3 2021: €745 million) 
• 8.7 GW inverter output sold (Q1-Q3 2021: 10.3 GW) 
• Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 

(EBITDA) at €50.2 million (Q1–Q3 2021: €52.9 million) 
• Stable equity ratio of 38.2% (December 31, 2021: 39.0%) 
• Managing Board confirms adjusted sales and earnings guidance 

for 2022: 
sales of between €975 million and €1,050 million; EBITDA of 
between €60 million and €75 million 

2022 年 Q1-Q3 の概要: 
• 売上高 7 億 2,400 万ユーロ(2021 年 Q1-Q3: 7 億 4,500 万ユーロ) 
• 出荷販売実績 8.7GW (出力ベース。2021 年 Q1-Q3: 10.3GW) 
• EBITDA (税引前利益に、特別損益、支払利息、および減価償却費を

加算した値) は 5,020 万ユーロ(2021 年 Q1–Q3: €5,290 万ユーロ) 
• 自己資本比率は 38.2%と安定 (2021 年 12 月 31 日: 39.0%) 



• 取締役会は、売上高 9 億 7,500 万ユーロから 10 億 5,000 万ユー

ロ、EBITDA6,000 万ユーロから 7,500 万ユーロと、修正後の 2022 年

売上・利益方針を固める 

 
SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) and its subsidiaries 
generated earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization (EBITDA) of €50.2 million from January to September 2022 
(EBITDA margin: 6.9%; Q1–Q3 2021: €52.9 million; 7.1%). SMA sold 
inverters with a total output of approximately 8.7 GW and generated 
€724.1 million in sales from January to September 2022 (Q1-Q3 2021: 
€744.9 million). The slight year-on-year decline in sales was mainly due 
to project delays in the Large Scale & Project Solutions segment. In 
contrast, sales in the Home Solutions and Commercial & Industrial 
Solutions segments increased despite the challenges posed by the 
shortage of components. 

SMA Solar Technology AG とその子会社の 2022 年 1 月から 9 月の

EBITDA (税引前利益に、特別損益、支払利息、および減価償却費を加算し

た値) は 5,020 万ユーロになりました (EBITDA マージン: 6.9%。2021 年

Q1–Q3 の EBITDA: 5,290 万ユーロ、EBITDA マージン: 7.1%)。また、2022
年 1 月から 9 月のパワコン出荷販売実績は約 8.7GW、売上高は 7 億

2,410 万ユーロ(2021 年 Q1-Q3: 7 億 4,490 万ユーロ) でした。売上が対前

年比でわずかに減少したのは、主に、ラージスケール＆プロジェクト・ソリュ

ーションにおけるプロジェクトの遅延によるものです。一方、ホームソリュー

ションおよび産業向けビジネスソリューションの売上は、部品の不足による

課題にもかかわらず上昇しました。 

Net income fell to €11.0 million (Q1–Q3 2021: €15.3 million). Earnings 
per share thus amounted to €0.32 (Q1-Q3 2021: €0.44). Net cash 
slightly increased to €223.9 million (December 31, 2021: 
€221.7 million). The equity ratio remained high at 38.2% 
(December 31, 2021: 39.0%). 



純利益は、1,100 万ユーロに減少しました (2021 年 Q1–Q3 : 1,530 万ユー

ロ)。それによって 1 株当たりの利益は 0.32 ユーロになりました (2021 年

Q1-Q3: 0.44 ユーロ)。ネットキャッシュ (正味現金) は、わずかに増加して 2
億 2,390 万ユーロでした (2021 年 12 月 31 日: 2 億 2,170 万ユーロ)。自
己資本比率は 38.2%と高水準にとどまっています (2021 年 12 月 31 日: 
39.0%)。 

“The second half of the year got off to a good start, and we improved 
the sales and earnings level significantly in the third quarter compared 
with the first half of the year,” said SMA Chief Executive Officer Jürgen 
Reinert. “Given that the order backlog is still very high and the delivery 
situation for electronic components is continuing to improve, we are 
confident that this trend will be carried forward into the fourth quarter. 
We are also expecting to see an improvement in incoming orders for 
the Large Scale & Project Solutions segment with corresponding 
contributions to sales and earnings for the SMA group. This trend had 
already started in the third quarter.” 

SMA の最高経営責任者 Jürgen Reinert のコメント「本年の下半期は幸先

の良いタートを切り、上半期と比較して第 3 四半期の売上と収益レベルが

大きく改善しました。受注残が依然好調で、電子部品の納入状況が引き続

き改善していることを考慮すると、第 4 四半期もこの傾向が続くものと確信

しています。また、SMA グループの売上と収益にラージスケール＆プロジェ

クト・ソリューションの受注に同様の改善が見られることが予測されます。こ

の傾向は、すでに第 3 四半期に始まっています。」 

The SMA Managing Board confirms its sales and earnings guidance for 
fiscal year 2022 as adjusted on October 27, 2022, which forecasts sales 
of between €975 million and €1,050 million (previously: €900 million to 
€1,050 million) and EBITDA of €60 million to €75 million (previously: 
€10 million to €60 million). 

The quarterly statement for January to September 2022 can be found 
at www.sma.de/FinancialReports. 

https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
https://www.sma.de/en/investor-relations/publications


SMA の取締役会は、2022 年度の売上高および利益方針を 2022 年 10 月

27 日の修正通りに固め、売上高は 9 億 7,500 万ユーロから 10 億 5,000
万ユーロ (修正前: 9 億ユーロから 10 億 5,000 万ユーロ)、EBITDA は

6,000 万ユーロから 7,500 万ユーロ (修正前: 1,000 万ユーロから 6,000 万

ユーロ) になると見込んでいます。 

2022 年 1 月から 9 月までの四半期ごとの声明は

www.sma.de/FinancialReports でご覧いただけます。 

 
About SMA 
As a leading global specialist in photovoltaic and storage system 
technology, the SMA Group is setting the standards today for the 
decentralized and renewable energy supply of tomorrow. SMA’s 
portfolio contains a wide range of efficient PV and battery inverters, 
holistic system solutions for PV and battery-storage systems of all 
power classes, intelligent energy management systems and charging 
solutions for electric vehicles and power-to-gas applications. Digital 
energy services as well as extensive services up to and including 
operation and maintenance services for PV power plants round off 
SMA’s range. SMA inverters with a total output of more than 120 
gigawatts have been installed in more than 190 countries worldwide. 
SMA’s multi-award-winning technology is protected by more than 
1,700 patents and utility models. Since 2008, the Group’s parent 
company, SMA Solar Technology AG, has been listed on the Prime 
Standard of the Frankfurt Stock Exchange (S92) and is listed in the 
TecDAX index and SDAX index. 

SMA について 

SMA グループ は太陽光発電および蓄電システム技術で世界を牽引してお

り、未来の分散型再生可能エネルギー供給を目指し、現在の規格を制定し

ています。SMA 製品ラインには、あらゆる電力クラスの太陽光発電および

蓄電システム、インテリジェントなエネルギー管理システム、電気自動車の

充電ソリューション、Power-to-Gas アプリケーション向けソリューションに向

https://www.sma.de/en/investor-relations/publications


けた、効率的な太陽光発電パワコン、バッテリーインバータ、総合的システ

ムソリューションが幅広く含まれています。太陽光発電所の運用・保守サー

ビスまで、幅広いサービスを行っているほか、デジタルエネルギーサービス

を行っています。120GW 超の総出力を有する SMA パワーコンディショナ

は、世界中の 190 を超える国に設置されています。数々の賞を獲得した

SMA の技術は、1,700 以上の特許や実用新案によって保護されていま

す。2008 年より、グループの親会社である SMA Solar Technology AG

は、フランクフルト証券取引所の Prime Standard (S92) に上場し、TecDAX 

指数および SDAX 指数に組み込まれています。 

 
SMA Solar Technology AG 
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Disclaimer: 
This press release serves only as information and does not constitute 
an offer or invitation to subscribe for, acquire, hold or sell any securities 
of SMA Solar Technology AG (the “Company”) or any present or future 
subsidiary of the Company (together with the Company, the “SMA 
Group”) nor should it form the basis of, or be relied upon in connection 

mailto:Presse@SMA.de
mailto:Presse@SMA.de


with, any contract to purchase or subscribe for any securities in the 
Company or any member of the SMA Group or commitment 
whatsoever. Securities may not be offered or sold in the United States 
of America absent registration or an exemption from registration under 
the U.S. Securities Act of 1933, as amended. 

This press release can contain future-oriented statements. Future-
oriented statements are statements which do not describe facts of the 
past. They also include statements about our assumptions and 
expectations. These statements are based on plans, estimations and 
forecasts which the Managing Board of SMA Solar Technology AG 
(SMA or company) has available at this time. Future-oriented 
statements are therefore only valid on the day on which they are made. 
Future-oriented statements by nature contain risks and elements of 
uncertainty. Various known and unknown risks, uncertainties and other 
factors can lead to considerable differences between the actual results, 
the financial position, the development or the performance of the 
corporation and the estimates given here. These factors include those 
which SMA has discussed in published reports. These reports are 
available on the SMA website at www.SMA.de. The company accepts 
no obligation whatsoever to update these future-oriented statements 
or to adjust them to future events or developments. 

免責事項: 

本プレスリリースは、情報を提供するためのものであり、SMA Solar 

Technology AG (以下「当社」という) または現在もしくは将来の当社の子

会社 (当社とともに、以下「SMA グループ」という) の証券の引受、取得、保

有もしくは販売のために寄付の示唆または勧誘するものではなく、また当社

もしくは SMA グループのメンバーの証券の購入もしくは引受けの契約また

は約束の基礎を形成するものでも、またはそれに関連して依拠されるもの

でもありません。改正された 1933 年米国証券法による登録または登録の

免除がない場合、米国で証券の申し出または販売を行うことはできません。 



本プレスリリースには、未来指向の記述が含まれていることがあります。未

来志向の記述は、過去の事実を記述したものではありません。また、これら

には、当社の想定および予想に関する記述も含まれています。本資料に記

載されている内容は、SMA Solar Technology AG (SMA または当社) の取

締役会が現在入手可能な計画、概算および予測に基づいています。したが

って、未来指向の記述は、それらが作成された日にのみ有効です。 
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