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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 17,457 68.2 515 ― 581 ― 391 ―
22年3月期第2四半期 10,382 △44.1 △303 ― △250 ― △114 ―

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

23年3月期第2四半期 26.75 ―
22年3月期第2四半期 △7.82 ―

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

23年3月期第2四半期 23,817 15,231 64.0 1,042.07
22年3月期 23,053 14,892 64.6 1,018.81

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  15,231百万円 22年3月期  14,892百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 6.00 11.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 35,000 39.6 670 ― 820 578.7 450 382.0 30.79



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されてい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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 15,152,600株 22年3月期  15,152,600株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  535,619株 22年3月期  535,540株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 14,617,017株 22年3月期2Q 14,617,060株
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。 

・平成22年11月15日（月）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

○添付資料の目次
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当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）における当企業集団を取り巻く景

況は、前連結会計年度（平成21年４月１日～平成22年３月31日）の第３四半期から緩やかな回復が継続し

た結果、当企業集団の主力顧客である半導体・液晶製造装置関連業界や電機・電子・精密機器業界等への

販売が順調に推移いたしました。 

 この景況のもと、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、商品の安定供給等で顧客への深耕・取引拡大と新規開拓等を図るとともに、

「リバース・スズデン」のキーワードのもと、さらなる販売力強化と商品や販路の拡大を図り、売上高と

利益率の一層の向上に努めてまいりました。また、販売費及び一般管理費についても継続して見直し、ロ

ーコストオペレーションを進めて利益の確保に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が１７４億５７百万円（前年同四

半期比68.2％増）、営業利益は５億１５百万円（前年同四半期は３億３百万円の営業損失）、経常利益は

５億８１百万円（前年同四半期は２億５０百万円の経常損失）、四半期純利益は３億９１百万円（前年同

四半期は１億１４百万円の四半期純損失）となりました。 

なお、当企業集団の当第２四半期連結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  

 センサー、制御機器、表示機器等、電源、ＰＬＣを中心に増加し、売上高は９５億８４百万円（前年

同四半期比79.3％増）となりました。 

②情報・通信機器分野  

 組込用ボードコンピュータ、ケーブル、パソコン本体等を中心に増加し、売上高は１５億４百万円

（前年同四半期比56.4％増）となりました。  

③電子・デバイス機器分野  

 コネクタ、基板搭載用電源等を中心に増加し、売上高は１６億４２百万円（前年同四半期比109.5％

増）となりました。  

④電設資材分野  

 ケーブルアクセサリー、空調機器、照明機器、工事材料等を中心に増加し、売上高は４７億２６百万

円（前年同四半期比43.6％増）となりました。 

  

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年度末に比べて、総資産は７億６４百万円増加

し、２３８億１７百万円となり、負債は４億２４百万円増加し、８５億８５百万円となりました。また、

純資産は３億３９百万円増加し、１５２億３１百万円となりました。なお、自己資本比率は64.0％となり

ました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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 資産の増加の主な要因は、流動資産の受取手形及び売掛金の増加１１億４４百万円、在庫の増加１億８

９百万円の一方で、現金及び預金の減少７億９２百万円によるものであります。また、有形固定資産につ

いては、主に宮城県黒川郡大和町に建設中の大和工場の建設仮勘定の増加３億６３百万円によるものであ

ります。 

 負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加４億２３百万円、未払法人税等の増加２億２１百

万円の一方で、借入金の減少２億８０百万円によるものであります。 

 純資産の増加の主な要因は、利益剰余金の動向として、第２四半期連結累計期間の四半期純利益の計上

３億９１百万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１４億９２百万円減少し、２５億１０百万円となりました。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） 

 営業活動の結果減少した資金は、２億６８百万円となりました。（前第２四半期連結累計期間における

資金の増加は１２億５４百万円） 

 これは主に税金等調整前四半期純利益６億７９百万円、仕入債務の増加４億２４百万円の増加要因、売

上債権の増加１１億４４百万円、たな卸資産の増加２億６百万円の減少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） 

 投資活動の結果減少した資金は９億３１百万円となりました。（前第２四半期連結累計期間における資

金の増加は８億８７百万円） 

 これは主に無形固定資産の売却による収入１億３３百万円、有形固定資産の取得による支出３億６６百

万円、中長期の資金繰り安定のために調達した資金を短期の定期預金７億円で運用したことによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は２億８９百万円となりました。（前第２四半期連結累計期間における資

金の増加は１億４３百万円） 

 これは主に長期借入金の返済による支出２億９３百万円によるものであります。 

  

今後の当社を取り巻く景況の見通しにつきましては、各種景気対策の終了や円高、在庫調整等の影響に

より、一時的に鈍化するものと予想しております。 

 当企業集団の主力顧客である半導体・液晶製造装置関連業界や電機・電子・精密機器業界等でも景況へ

の不透明感から在庫調整に入っていると思われ、半導体製造装置関連業界を中心として第３四半期以降の

景況は横這いで推移するものと予想していることから、平成２２年８月３日に公表いたしました平成２３

年度３月期通期の業績予想の変更は行いません。 

 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。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

スズデン株式会社（7480）平成23年３月期 第２四半期決算短信

－3－



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。 

  

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

スズデン株式会社（7480）平成23年３月期 第２四半期決算短信

－4－



3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,223,086 5,015,572

受取手形及び売掛金 8,679,743 7,534,950

商品 1,412,440 1,222,667

その他 371,947 326,615

貸倒引当金 △1,724 △1,501

流動資産合計 14,685,492 14,098,304

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,171,401 2,240,072

土地 5,277,411 5,277,411

その他（純額） 432,374 81,739

有形固定資産合計 7,881,186 7,599,223

無形固定資産 118,227 164,864

投資その他の資産

その他 1,339,111 1,404,208

貸倒引当金 △206,258 △213,151

投資その他の資産合計 1,132,852 1,191,057

固定資産合計 9,132,266 8,955,144

資産合計 23,817,758 23,053,449

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,873,722 4,449,808

短期借入金 627,756 654,527

未払法人税等 326,013 104,636

賞与引当金 187,518 135,659

その他 346,188 337,290

流動負債合計 6,361,198 5,681,922

固定負債

長期借入金 1,055,977 1,309,423

退職給付引当金 1,005,027 997,604

その他 163,689 172,498

固定負債合計 2,224,693 2,479,526

負債合計 8,585,892 8,161,448

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 12,106,016 11,715,009

自己株式 △221,358 △221,320

株主資本合計 15,236,495 14,845,526
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,663 60,713

為替換算調整勘定 △17,292 △14,239

評価・換算差額等合計 △4,629 46,474

純資産合計 15,231,866 14,892,000

負債純資産合計 23,817,758 23,053,449
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 10,382,044 17,457,655

売上原価 8,631,008 14,709,710

売上総利益 1,751,035 2,747,945

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 158,220 179,865

給料手当及び賞与 928,277 965,382

法定福利費 117,705 126,184

退職給付費用 55,524 54,235

賃借料 121,308 109,702

減価償却費 106,159 91,190

貸倒引当金繰入額 3,270 －

賞与引当金繰入額 102,993 187,518

退職給付引当金繰入額 36,916 33,663

その他 424,626 484,696

販売費及び一般管理費合計 2,055,003 2,232,439

営業利益又は営業損失（△） △303,967 515,505

営業外収益

受取利息 6,866 2,190

受取配当金 2,306 2,757

仕入割引 62,978 99,388

助成金収入 21,337 －

その他 6,945 6,578

営業外収益合計 100,434 110,915

営業外費用

支払利息 26,854 14,329

手形売却損 10,005 20,617

売上割引 7,068 6,802

為替差損 301 1,825

その他 2,540 1,364

営業外費用合計 46,769 44,940

経常利益又は経常損失（△） △250,303 581,480

特別利益

固定資産売却益 151,089 95,245

投資有価証券売却益 4,467 920

貸倒引当金戻入額 － 6,669

特別利益合計 155,557 102,835

特別損失

投資有価証券評価損 167 390

投資有価証券売却損 － 490

固定資産売却損 － 3,729

固定資産除却損 42,712 －

特別損失合計 42,879 4,610

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（△）

△137,625 679,705
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

法人税、住民税及び事業税 13,548 313,936

法人税等調整額 △36,904 △25,237

法人税等合計 △23,356 288,699

少数株主損益調整前四半期純利益 － 391,006

四半期純利益又は四半期純損失（△） △114,268 391,006
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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（△）

△137,625 679,705

減価償却費 106,159 91,190

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,195 51,858

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,144 7,422

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,270 △6,669

受取利息及び受取配当金 △9,172 △4,947

支払利息 26,854 14,329

為替差損益（△は益） 1,116 679

投資有価証券評価損益（△は益） 167 390

投資有価証券売却損益（△は益） △4,467 △430

有形固定資産売却損益（△は益） △151,089 3,727

有形固定資産除却損 22,750 －

無形固定資産売却損益（△は益） － △95,243

売上債権の増減額（△は増加） 1,516,841 △1,144,506

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,844 △206,572

仕入債務の増減額（△は減少） △248,918 424,603

その他 77,484 29,706

小計 1,269,164 △154,754

利息及び配当金の受取額 9,745 4,701

利息の支払額 △26,895 △14,073

法人税等の支払額 △13,813 △104,369

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 1,254,311 △268,496

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 △463,607 △366,690

有形固定資産の売却による収入 345,513 38

無形固定資産の取得による支出 △3,900 △106

無形固定資産の売却による収入 － 133,440

投資有価証券の取得による支出 △6,229 △6,572

投資有価証券の売却による収入 7,749 5,335

敷金及び保証金の差入による支出 △2,089 △1,228

敷金及び保証金の回収による収入 10,132 4,260

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 △700,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 887,568 △931,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 13,040

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △253,444 △293,029

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15,179 △9,290

自己株式の取得による支出 － △37

配当金の支払額 △87,702 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 143,673 △289,317
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,190 △3,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,288,744 △1,492,486

現金及び現金同等物の期首残高 4,480,718 4,002,572

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,769,462 2,510,086
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

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。 

  

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 当企業集団は、電機・電子部品販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

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

【セグメント情報】

(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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(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。 

  

 
(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。 

  

4. 補足情報

仕入及び販売の状況

(1)仕入実績 (単位：千円)

品目名
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日)

前年同四半期比（％）

ＦＡ機器 8,440,311 84.4

情報・通信機器 1,250,750 50.8

電子・デバイス機器 1,447,089 121.1

電設資材 3,761,633 49.2

合計 14,899,785 73.6

(2)販売実績 (単位：千円)

品目名
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日)

前年同四半期比（％）

ＦＡ機器 9,584,698 79.3

情報・通信機器 1,504,159 56.4

電子・デバイス機器 1,642,131 109.5

電設資材 4,726,666 43.6

合計 17,457,655 68.2
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