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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 10,382 △44.1 △303 ― △250 ― △114 ―

21年3月期第2四半期 18,561 ― 558 ― 636 ― 357 ―

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

22年3月期第2四半期 △7.82 ―

21年3月期第2四半期 24.49 ―

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

22年3月期第2四半期 22,895 14,656 64.0 1,002.73
21年3月期 23,255 14,801 63.6 1,012.60

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  14,656百万円 21年3月期  14,801百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 8.00 ― 6.00 14.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 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 23,700 △28.3 △260 ― △141 ― △59 ― △4.04
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4.  その他 

(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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（２）をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 15,152,600株 21年3月期  15,152,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  535,540株 21年3月期  535,540株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 14,617,060株 21年3月期第2四半期 14,617,060株

－2－



当第２四半期累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）における当企業集団を取り巻く景況

は、一部で在庫調整一巡による生産回復の兆しが見え、明るさは出てきたものの、設備投資の本格的な回

復までには至らず、依然厳しい状況が続いております。  

 当企業集団の主力顧客であります電気機器・電子部品・産業機械業界では、前期の第３四半期から鮮明

となった生産調整や設備投資の抑制が継続し、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月

30日）では一層下振れしたことで、売上高は前年同四半期比で半減し、営業利益・経常利益・四半期純利

益は損失を計上する結果となりました。当第１四半期会計期間を底に当第２四半期会計期間（平成21年７

月１日～平成21年９月30日）からは、生産活動に若干回復の兆しが見え始め、設備投資も本格的な回復ま

でには至っていないものの、景況に若干明るさが見えてまいりました。 

 こうした環境のもと、当企業集団は「もの造りサポーティングカンパニー」として、付加価値サービス

の提供や調達コストダウン提案等での顧客への深耕・取引拡大と新規開拓等、顧客満足度向上のためのこ

れまでの施策を継続・発展させるとともに、今期から「リバース・スズデン」のスローガンを掲げ、さら

なる販売力強化と商品や販路の拡大、収益構造の変革等を図っております。また、コネクタや基板搭載用

部品等、機器組込み商材への営業力強化のため、エレクトロニクスコンポーネンツ営業部を、環境関連ビ

ジネスへのさらなる拡大を図るため、環境ビジネス営業所を新設する等、売上高と利益率の向上に努める

とともに、緊急対策として役員報酬の３０～５０％の減額、管理職給与の３～５％の減額、その他人件費

の見直し等を実施してまいりました。また、その他の販売費及び一般管理費につきましても見直しを進

め、利益の確保に努めてまいりました。  

 以上のように販売面とコスト面から様々な施策を実施した結果、当第２四半期会計期間の売上高は、５

６億４６百万円（当第１四半期会計期間比19.2％増）、営業利益は、７百万円（当第１四半期会計期間比

３億１８百万円増）、経常利益は、４６百万円（当第１四半期会計期間比３億４３百万円増）、四半期純

利益は、６０百万円（当第１四半期会計期間比２億３５百万円増）と当第１四半期会計期間に比べ増収増

益となり、利益を確保することができました。 

 しかしながら、当第２四半期累計期間の業績は、当第１四半期会計期間の損失をカバーするまでには至

らず、売上高は１０３億８２百万円（前年同四半期比44.1％減）、営業損失は３億３百万円（前年同四半

期は５億５８百万円の営業利益）、経常損失は２億５０百万円（前年同四半期は６億３６百万円の経常利

益）、四半期純損失は１億１４百万円（前年同四半期は３億５７百万円の四半期純利益）と前年同四半期

と比べ減収減益となりました。 

また、当企業集団の当第２四半期累計期間での商品分野別の業績は次のとおりであります。  

①ＦＡ機器分野  

制御機器、センサー、ＰＬＣ、表示機器、コントロール機器等の販売が大幅に減少し、売上高は５３億

４５百万円（前年同四半期比46.8％減）となりました。  

なお、当第２四半期会計期間の売上高は、２９億４５百万円となり、当第１四半期会計期間に比べ２

２.７％増加いたしました。  

②情報・通信機器分野  

組込用ボードコンピュータ、パソコン本体等が大幅に減少し、売上高は９億６１百万円（前年同四半期

比47.2％減）となりました。  

なお、当第２四半期会計期間の売上高は、５億１０百万円となり、当第１四半期会計期間に比べ１３.

４％増加いたしました。  

③電子・デバイス機器分野  

コネクタ、基板搭載用電源等が大幅に減少し、売上高は７億８３百万円（前年同四半期比45.9％減）と

なりました。  

なお、当第２四半期会計期間の売上高は、４億３９百万円となり、当第１四半期会計期間に比べ２７.

６％増加いたしました。  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

スズデン株式会社（7480）平成22年３月期第２四半期決算短信

－3－



④電設資材分野  

ケーブルアクセサリー、電線・ケーブル、ボックス等が大幅に減少し、売上高は３２億９１百万円（前

年同四半期比37.3％減）となりました。  

なお、当第２四半期会計期間の売上高は、１７億５０百万円となり、当第１四半期会計期間に比べ１

３.７％増加いたしました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は前連結会計期間末に比べて、総資産は３億５９百万円減少

し、２２８億９５百万円となりました。負債は２億１５百万円減少し、８２億３８百万円となりました。

また、純資産は１億４４百万円減少し、１４６億５６百万円となりました。なお、自己資本比率は64.0％

となりました。 

 資産の減少額は３億５９百万円であります。これは主に、現金及び預金が１２億８８百万円増加する一

方で、受取手形及び売掛金の減少１５億１４百万円、在庫の減少４７百万円によるものであります。ま

た、有形固定資産は取得及び売却等があり、減価償却費と合わせて４８百万円の減少となりました。 

 負債の減少額は２億１５百万円であります。これは主に、借入金の増加２億４７百万円、支払手形及び

買掛金の減少２億４７百万円、東京物流センターの設備資金にかかる一部未払額１億９３百万円が当期に

支払われ、未払金が減少したことによります。 

 純資産の減少額は１億４４百万円であります。これは主に、保有株式の時価回復によりその他有価証券

評価差額金の増加５２百万円、利益剰余金の動向として配当金の支払による減少８７百万円、当第２四半

期連結累計期間の四半期純損失の計上１億１４百万円によるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末から２２億８８百万円増加し、６７億６９百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は、１２億５４百万円となりました（前第２四半期連結累計期間における

資金の増加は１５億２１百万円）。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失１億３７百万円、仕入債務の減少２億４８百万円の減少要因、

売上債権の減少１５億１６百万円、たな卸資産の減少４８百万円の増加要因によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果増加した資金は、８億８７百万円となりました（前第２四半期連結累計期間における資

金の減少は６億４１百万円）。 

 これは主に、定期預金の満期到来による資金の純増１０億円、有形固定資産の売却による資金の増加３

億４５百万円、宮城県黒川郡大和町の土地購入資金を中心とした支出による資金の減少４億６３百万円に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果増加した資金は、１億４３百万円となりました（前第２四半期連結累計期間における資

金の減少は１１億１２百万円）。 

 これは主に、長期借入金の調達５億円及び長期借入金の返済２億５３百万円、配当金の支払８７百万円

によるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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売上高は、主力顧客であります電気機器・電子部品・産業機械業界において、第２四半期累計期間に比

べると生産や設備投資の回復が見込めるものの、本格的な回復には至らず、調整が継続すると見込んでお

ります。また、利益確保のため、利益率向上や緊急対策の継続、販売費及び一般管理費については一層の

削減に努めてまいります。 

 以上の状況から、第３四半期以降は第２四半期累計期間に比べ、業績は回復するものと予想しておりま

すが、第２四半期累計期間の損失をカバーできるまでの力強さは無く、通期予想につきまして以下のとお

り下方修正いたします。 

  

 通期連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

 
  

なお、上記に記載した業績予想等は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業

績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）  

・法人税等の計算  

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。  

・繰延税金資産の回収可能性の判断  

 前連結会計年度における利益計画に業況の変化を反映し、将来の業績予想の検討、課税所得の十分性

の検証及びタックス・プランニングを行い、繰延税金資産の回収可能性を確認しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 前回発表予想 （Ａ） ２７,０７０ ５９ １２５ ２６

 今回修正予想 （Ｂ） ２３,７００ △２６０ △１４１ △５９

 増減額（Ｂ－Ａ） △３,３７０ △３１９ △２６６ △８５

 増減率 △１２.４％ － － －

  前期（平成２１年３月期）実績 ３３,０３４ ６２０ ７４６ ３９９

4. その他

(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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

スズデン株式会社（7480）平成22年３月期第２四半期決算短信
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,779,462 5,490,718

受取手形及び売掛金 5,688,108 7,203,105

商品 1,088,159 1,135,577

その他 314,491 371,669

貸倒引当金 △1,136 △1,436

流動資産合計 13,869,085 14,199,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,305,994 2,401,896

土地 5,293,089 5,229,318

その他（純額） 81,247 97,128

有形固定資産合計 7,680,331 7,728,343

無形固定資産 164,743 170,707

投資その他の資産   

その他 1,393,967 1,365,616

貸倒引当金 △212,774 △209,203

投資その他の資産合計 1,181,193 1,156,413

固定資産合計 9,026,268 9,055,464

資産合計 22,895,353 23,255,098

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,214,609 3,462,557

短期借入金 542,409 502,320

未払法人税等 19,961 21,523

賞与引当金 102,993 108,188

その他 285,843 512,235

流動負債合計 4,165,816 4,606,824

固定負債   

長期借入金 2,862,869 2,655,898

退職給付引当金 1,024,868 1,002,723

その他 184,833 188,387

固定負債合計 4,072,571 3,847,009

負債合計 8,238,387 8,453,834

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,819,230 1,819,230

資本剰余金 1,532,607 1,532,607

利益剰余金 11,507,376 11,709,347

自己株式 △221,320 △221,320

株主資本合計 14,637,893 14,839,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,460 △21,775

為替換算調整勘定 △11,388 △16,825

評価・換算差額等合計 19,072 △38,600

純資産合計 14,656,966 14,801,264

負債純資産合計 22,895,353 23,255,098
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 18,561,804 10,382,044

売上原価 15,554,975 8,631,008

売上総利益 3,006,828 1,751,035

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 246,825 158,220

給料手当及び賞与 1,121,102 928,277

法定福利費 119,769 117,705

退職給付費用 58,492 55,524

賃借料 164,125 121,308

減価償却費 33,136 106,159

貸倒引当金繰入額 1,651 3,270

賞与引当金繰入額 160,624 102,993

退職給付引当金繰入額 32,735 36,916

その他 509,616 424,626

販売費及び一般管理費合計 2,448,080 2,055,003

営業利益又は営業損失（△） 558,748 △303,967

営業外収益   

受取利息 5,568 6,866

受取配当金 4,148 2,306

仕入割引 117,630 62,978

為替差益 3,295 －

助成金収入 － 21,337

その他 3,702 6,945

営業外収益合計 134,345 100,434

営業外費用   

支払利息 19,154 26,854

手形売却損 23,743 10,005

売上割引 13,382 7,068

為替差損 － 301

その他 454 2,540

営業外費用合計 56,734 46,769

経常利益又は経常損失（△） 636,359 △250,303

特別利益   

固定資産売却益 － 151,089

投資有価証券売却益 1,708 4,467

特別利益合計 1,708 155,557

特別損失   

投資有価証券評価損 4,367 167

固定資産除却損 488 42,712

特別損失合計 4,856 42,879

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

633,211 △137,625

法人税、住民税及び事業税 241,789 13,548

法人税等調整額 33,450 △36,904

法人税等合計 275,240 △23,356

四半期純利益又は四半期純損失（△） 357,970 △114,268
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

633,211 △137,625

減価償却費 33,136 106,159

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,300 △5,195

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,061 22,144

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,651 3,270

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △66,000 －

受取利息及び受取配当金 △9,717 △9,172

支払利息 19,154 26,854

為替差損益（△は益） △3,006 1,116

投資有価証券評価損益（△は益） 4,367 167

投資有価証券売却損益（△は益） △1,708 △4,467

有形固定資産売却損益（△は益） － △151,089

有形固定資産除却損 － 22,750

売上債権の増減額（△は増加） 2,011,056 1,516,841

たな卸資産の増減額（△は増加） 134,963 48,844

仕入債務の増減額（△は減少） △641,378 △248,918

その他 △108,202 77,484

小計 1,978,289 1,269,164

利息及び配当金の受取額 8,983 9,745

利息の支払額 △18,256 △26,895

法人税等の支払額 △447,235 △13,813

法人税等の還付額 － 16,109

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,521,781 1,254,311

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △559,034 △463,607

有形固定資産の売却による収入 － 345,513

無形固定資産の取得による支出 △10,207 △3,900

投資有価証券の取得による支出 △73,680 △6,229

投資有価証券の売却による収入 5,221 7,749

定期預金の払戻による収入 － 2,600,000

定期預金の預入による支出 － △1,600,000

敷金及び保証金の差入による支出 △5,531 △2,089

敷金及び保証金の回収による収入 1,240 10,132

投資活動によるキャッシュ・フロー △641,991 887,568

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 100,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △876,140 △253,444

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △15,179

配当金の支払額 △336,192 △87,702

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,112,332 143,673

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,135 3,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △231,406 2,288,744

現金及び現金同等物の期首残高 4,698,475 4,480,718

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,467,068 6,769,462
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該当事項はありません 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び 当第２四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)   
  

 当企業集団は、ＦＡ機器、情報・通信機器、電子・デバイス機器、電設資材等の販売を主としてお

り、製品の種類・性質、販売市場等の類似性から判断して、単一事業と考えられるため、事業の種類別

セグメント情報は記載しておりません。   

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び 当第２四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)   
  

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び 当第２四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)   
  

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

 
(注)１ 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 
  ２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

販売の状況 (単位：千円)

品目名
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日)

前年同四半期比（％）

ＦＡ機器 5,345,534 △46.8

情報・通信機器 961,585 △47.2

電子・デバイス機器 783,919 △45.9

電設資材 3,291,004 △37.3

合計 10,382,044 △44.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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