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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 15,143 △11.9 185 △61.9 261 △52.7 135 △55.8

24年3月期第2四半期 17,187 △1.5 487 △5.5 553 △4.9 306 △21.7

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 118百万円 （△57.5％） 24年3月期第2四半期 278百万円 （△17.9％）

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

25年3月期第2四半期 9.21 9.20
24年3月期第2四半期 20.91 20.87

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

25年3月期第2四半期 22,962 15,861 69.1 1,078.56
24年3月期 24,291 15,889 65.4 1,081.43

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  15,861百万円 24年3月期  15,876百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

24年3月期 ― 4.00 ― 10.00 14.00
25年3月期 ― 3.00

25年3月期（予想） ― 7.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 33,400 △1.6 560 △40.7 770 △31.7 420 △27.8 28.56



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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仮定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）４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。 
・当社は、平成24年11月14日（水）に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。内容につきましては、当日使用する決算説明資料 
を開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 15,152,600 株 24年3月期 15,152,600 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 446,619 株 24年3月期 471,119 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 14,691,981 株 24年3月期2Q 14,644,623 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 4 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………… 5 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 5 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 5 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 5 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 6 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 6 

（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 ………………………… 8 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 11 

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 13 

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………… 13 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 13 

４．補足情報 ………………………………………………………………………………… 13 

 仕入及び販売の状況 ……………………………………………………………………… 13 

○添付資料の目次

スズデン株式会社（7480）平成25年３月期 第２四半期決算短信

－1－



当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）における当社グループを取り巻

く景況は、欧州経済の低迷、中国経済の成長鈍化に伴う生産・輸出減少、円高が続く状況での海外メー

カーとの競争激化等の影響により低調に推移しました。 

 当社グループの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も、スマートフォン

やタブレット端末部品に関する生産増や設備投資が一部見られたものの、大手半導体メーカー各社の設

備投資抑制や新興国を中心とした海外への生産シフト、現地部品調達の加速等の影響を受け、厳しい状

況が続いております。 

 このような景況下で、当社グループは「もの造りサポーティングカンパニー」として、商品の安定供

給や顧客ニーズに沿った納品体制の構築、成長市場である環境・医療市場への取り組み、ＷＥＢビジネ

スの拡大等を行うとともに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が、

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は１５１億４３百万円（前年同四半期比11.9％減）、営業

利益は１億８５百万円（前年同四半期比61.9％減）、経常利益は２億６１百万円（前年同四半期比

52.7％減）、四半期純利益は１億３５百万円（前年同四半期比55.8％減）となりました。 

また、当社グループ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、センサー等が減少し、売上高は７５億８０百万円（前年同四半期比20.5％減）となりまし

た。 

②情報・通信機器分野  

 システムラック、ＯＡ機器、ケーブル等が減少し、売上高は１４億１２百万円（前年同四半期比

4.9％減）となりました。  

③電子・デバイス機器分野  

 コネクタ、スイッチングパワーサプライ等が減少し、売上高は１３億４１百万円（前年同四半期比

10.0％減）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、通信音響機器等が減少しましたが、ＬＥＤ照明、工具等が増加

し、売上高は４８億９百万円（前年同四半期比2.9％増）となりました。 

  

１．当四半期決算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
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① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて１３億２９百万円減少し、２２

９億６２百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて１１億９３百万円減少し、１４７億４６百万円となりまし

た。 

 これは主に、現金及び預金の増加３億６０百万円、受取手形及び売掛金の減少１３億６３百万円、在

庫の減少１億２０百万円によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億３６百万円減少し、８２億１６百万円となりました。 

 これは主に、リース資産の取得による増加４２百万円、群馬県前橋市の土地建物等の売却による減少

６２百万円、減価償却による減少８９百万円、投資その他の資産の減少３６百万円によるものでありま

す。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて１３億１百万円減少し、７１億１

百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて１１億２３百万円減少し、５５億２０百万円となりました。

 これは主に、支払手形及び買掛金の減少９億７４百万円によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億７７百万円減少し、１５億８０百万円となりました。 

 これは主に、長期借入金の減少２億４２百万円によるものであります。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて２８百万円減少し、１５８億６

１百万円となりました。 

これは主に、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益の計上１億３５百万円と、未払配当金の支払

１億４６百万円によるものであります。なお、自己資本比率は69.1％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累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１億４４百万円減少し、４０億２５百万円となりました。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、資金は７億９８百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は２億５４

百万円の増加） 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益２億４０百万円、売上債権の減少１３億６４百万円、たな卸資

産の減少１億２２百万円の増加要因、仕入債務の減少９億７５百万円、法人税等の支払額６５百万円の減

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、資金は４億９１百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は４億１３

百万円の増加） 

 これは主に、定期預金の預入による支出５億１８百万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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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、資金は４億５４百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は４億６０

百万円の減少） 

 これは主に、長期借入金の返済による支出３億円、配当金の支払額１億４６百万円によるものでありま

す。 

  

今後の見通しにつきましては、第３四半期は弱含みで推移するものの、第４四半期後半からは大手半

導体メーカーの設備投資回復に伴う製造装置メーカーの受注増を受けて景況は徐々に回復すると予想し

ております。 

 現在の状況と経営環境の変化および今後の事業展開に対応し、経営体制を一層強化・充実するため、

平成２４年９月２４日に公表いたしました人事異動による新体制を進めてまいります。 

 顧客重視に沿った営業体制の確立、経営資源の選択と集中、エリア戦略とマーケット戦略の強化、意

思決定の迅速化等で、顧客満足度の向上と企業価値の 大化の実現を目指します。これら諸施策によ

り、平成２４年８月６日に公表いたしました通期業績予想に変更はありません。 

 なお、本資料に記載されている業績予想等につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成し

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可能性があります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,183,493 4,543,608

受取手形及び売掛金 9,756,739 8,393,492

商品 1,661,138 1,540,873

その他 339,472 269,427

貸倒引当金 △972 △834

流動資産合計 15,939,871 14,746,568

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,379,097 2,290,507

土地 4,921,212 4,876,567

その他（純額） 50,843 85,648

有形固定資産合計 7,351,153 7,252,723

無形固定資産 117,250 116,437

投資その他の資産   

その他 918,614 881,914

貸倒引当金 △34,902 △35,003

投資その他の資産合計 883,712 846,910

固定資産合計 8,352,117 8,216,071

資産合計 24,291,988 22,962,639

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,364,451 4,389,467

短期借入金 595,236 536,902

未払法人税等 74,450 74,159

賞与引当金 162,596 136,388

役員賞与引当金 15,000 9,000

その他 432,276 374,634

流動負債合計 6,644,010 5,520,551

固定負債   

長期借入金 547,039 304,733

退職給付引当金 1,036,747 1,068,985

その他 174,683 207,154

固定負債合計 1,758,470 1,580,872

負債合計 8,402,481 7,101,424
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,819,230 1,819,230

資本剰余金 1,536,122 1,538,568

利益剰余金 12,698,289 12,686,800

自己株式 △194,701 △184,576

株主資本合計 15,858,940 15,860,021

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 34,891 15,472

為替換算調整勘定 △16,870 △14,279

その他の包括利益累計額合計 18,020 1,193

新株予約権 12,546 －

純資産合計 15,889,507 15,861,214

負債純資産合計 24,291,988 22,962,639
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 17,187,322 15,143,408

売上原価 14,444,540 12,831,734

売上総利益 2,742,782 2,311,673

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 171,501 164,535

給料手当及び賞与 959,223 927,462

法定福利費 148,644 141,686

退職給付費用 58,576 58,667

賃借料 106,312 108,987

減価償却費 105,015 89,998

賞与引当金繰入額 177,207 136,388

役員賞与引当金繰入額 24,500 9,000

退職給付引当金繰入額 30,746 37,175

その他 473,755 451,961

販売費及び一般管理費合計 2,255,483 2,125,861

営業利益 487,298 185,811

営業外収益   

受取利息 1,165 1,247

受取配当金 3,632 3,167

仕入割引 99,322 89,057

為替差益 － 296

その他 8,202 13,351

営業外収益合計 112,323 107,119

営業外費用   

支払利息 12,158 8,015

手形売却損 20,450 12,753

売上割引 7,629 8,659

為替差損 1,353 －

その他 4,909 2,021

営業外費用合計 46,501 31,449

経常利益 553,120 261,481

特別利益   

固定資産売却益 221,139 13,336

投資有価証券売却益 4,224 3,793

特別利益合計 225,364 17,130
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 106,881 25,268

固定資産除却損 － 1,018

投資有価証券売却損 － 255

投資有価証券評価損 665 221

ゴルフ会員権評価損 － 11,464

特別損失合計 107,547 38,227

税金等調整前四半期純利益 670,938 240,383

法人税、住民税及び事業税 152,772 65,691

法人税等調整額 211,900 39,367

法人税等合計 364,673 105,058

少数株主損益調整前四半期純利益 306,264 135,325

四半期純利益 306,264 135,325
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 306,264 135,325

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △28,923 △19,418

為替換算調整勘定 1,619 2,590

その他の包括利益合計 △27,304 △16,827

四半期包括利益 278,959 118,498

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 278,959 118,498
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 670,938 240,383

減価償却費 105,015 89,998

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,212 △26,208

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,500 △6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,586 32,237

貸倒引当金の増減額（△は減少） △938 △76

受取利息及び受取配当金 △4,798 △4,414

支払利息 12,158 8,015

為替差損益（△は益） 1,049 247

投資有価証券評価損益（△は益） 665 221

投資有価証券売却損益（△は益） △4,224 △3,538

有形固定資産売却損益（△は益） △114,258 11,931

有形固定資産除却損 － 1,018

ゴルフ会員権評価損 － 11,464

売上債権の増減額（△は増加） 676,154 1,364,319

たな卸資産の増減額（△は増加） △170,628 122,892

仕入債務の増減額（△は減少） △461,130 △975,766

その他 25,355 1,308

小計 774,657 868,036

利息及び配当金の受取額 4,912 4,481

利息の支払額 △11,947 △7,725

法人税等の支払額 △513,382 △65,930

営業活動によるキャッシュ・フロー 254,240 798,862

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 △1,957 △19,947

有形固定資産の売却による収入 439,320 50,865

無形固定資産の取得による支出 △4,400 △6,682

投資有価証券の取得による支出 △25,414 △13,561

投資有価証券の売却による収入 9,485 5,543

敷金及び保証金の差入による支出 △1,872 △4,927

敷金及び保証金の回収による収入 1,261 1,867

定期預金の払戻による収入 15,000 13,000

定期預金の預入による支出 △18,000 △518,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 413,421 △491,843
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △293,446 △300,976

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,811 △6,338

配当金の支払額 △160,786 △146,814

新株予約権の行使による株式の発行による収入 64 24

財務活動によるキャッシュ・フロー △460,979 △454,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 153 2,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 206,835 △144,884

現金及び現金同等物の期首残高 4,665,781 4,170,493

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,872,616 4,025,608
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当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)  

該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 
  

 当社グループは、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24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

   該当事項はありません。 

  

 
(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。 

  

 
(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）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日)

前年同期比（％）

ＦＡ機器 6,552,334 △20.9

情報・通信機器 1,146,355 △10.5

電子・デバイス機器 1,104,804 △12.7

電設資材 3,907,552 3.2

合計 12,711,047 △13.0

(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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日)

前年同期比（％）

ＦＡ機器 7,580,040 △20.5

情報・通信機器 1,412,631 △4.9

電子・デバイス機器 1,341,418 △10.0

電設資材 4,809,318 2.9

合計 15,143,408 △11.9
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