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1. 平成29年3月期第3四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年12月31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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期第3四半期 30,008 2.1 582 △22.5 771 △16.3 489 △15.7
28年3月期第3四半期 29,379 8.3 751 ― 922 ― 580 ―

（注）包括利益 29年3月期第3四半期 490百万円 （△12.0％） 28年3月期第3四半期 557百万円 （―％）

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

29年3月期第3四半期 33.51 33.39
28年3月期第3四半期 40.08 39.84

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

29年3月期第3四半期 26,988 16,363 60.6 1,119.20
28年3月期 25,942 16,525 63.7 1,131.10
（参考）自己資本 29年3月期第3四半期 16,358百万円 28年3月期 16,519百万円

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 ： 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

28年3月期 ― 20.00 ― 35.00 55.00
29年3月期 ― 10.00 ―
29年3月期（予想） 25.00 35.00

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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
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

通期 39,800 1.5 890 △10.8 1,160 △4.5 740 0.3 50.99



(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
半期連結財務諸表に対する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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料３ページ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

※ 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期3Q 15,152,600 株 28年3月期 15,152,600 株
② 期末自己株式数 29年3月期3Q 536,466 株 28年3月期 547,966 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期3Q 14,609,830 株 28年3月期3Q 14,484,996 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日～平成28年12月31日）における当社グループを取り巻く景況は、

米国の政治情勢の変化や英国のＥＵ離脱、中国経済の下振れにより、先行きの不透明感が高まっておりますが、企

業収益の改善を背景として設備投資は緩やかに回復いたしました。

当社グループの主力販売先である電気機器・電子部品・産業機械業界においては、半導体・液晶製造装置関連の

主要顧客で半導体の微細化・積層化に伴う生産増が10月以降継続しており、全般的にも緩やかな回復基調で推移い

たしました。

こうした環境のもと、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、顧客ニーズに直結した営

業活動と業務改善の推進による品質の更なる向上、商品安定供給のための在庫拡充等を継続するとともに、メカト

ロ商材の拡販、メディカル市場・ＩｏＴ関連市場への営業活動強化を継続してまいりました。また、４月には「コ

ンポーネンツ福岡営業所」「コンポーネンツ多摩営業所」「諏訪営業所」を新設し、マーケットの新規開拓と深耕

を強力に推し進めてまいりました。

以上の施策を実施することにより収益の確保に努めた結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は３００億８百

万円（前年同四半期比2.1％増）、営業利益は５億８２百万円（前年同四半期比22.5％減）、経常利益は７億７１百

万円（前年同四半期比16.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は４億８９百万円（前年同四半期比15.7％

減）と前年同四半期に比べ増収減益となりました。

なお、前年第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日～平成27年12月31日）においては、受注損失引当金を処

理しており、売上高は１０億５０百万円、営業利益ならびに経常利益は１億７９百万円の増加要因となっておりま

す。親会社株主に帰属する四半期純利益への影響は軽微でありました。

受注損失引当金の処理の影響による増加を考慮しない場合、当第３四半期連結累計期間は前年同四半期に比べ売

上高は5.9％増、営業利益は1.8％増、経常利益は3.9％増となりました。

また、当社グループの商品分野別の売上高につきましては、次のとおりであります。

① ＦＡ機器分野

センサー、制御機器、電源等が増加し、売上高は１６７億５０百万円（前年同四半期比2.6％増）

となりました。

② 情報・通信機器分野

ネットワーク機器、無停電電源等が増加し、売上高は２６億３９百万円（前年同四半期比0.8％増）となりま

した。

③ 電子・デバイス機器分野

コネクター、基板用電源、ノイズ対策商品等が増加し、売上高は３０億８７百万円（前年同四半期比20.1％

増）となりました。

④ 電設資材分野

ケーブルアクセサリー、防災設備機器等は増加しましたが、ＢＯＸ、ケーブル、低圧設備機器等が減少し、

売上高は７５億３０百万円（前年同四半期比4.3％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第３四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１０億４５百万円増加し、２６９億８８百

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６億５２百万円増加し、１８６億円となりました。

　これは主に、受取手形及び売掛金の増加８億７０百万円、電子記録債権の増加８億１２百万円、現金及び預金の

減少１０億７１百万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３億９２百万円増加し、８３億８７百万円となりました。

　これは主に、本社ビル建替えに伴う建物及び構築物の増加１４億４百万円、建設仮勘定の減少９億６６百万円に

よるものであります。
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（負債）

当第３四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１２億７百万円増加し、１０６億２４百万円

となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて９億９８百万円増加し、７９億５９百万円となりました。

　これは主に、電子記録債務の増加２０億９６百万円、支払手形及び買掛金の減少１１億９百万円によるものであ

ります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億８百万円増加し、２６億６５百万円となりました。

　これは主に、長期借入金の増加２億４９百万円によるものであります。

（純資産）

当第３四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１億６１百万円減少し、１６３億６３百万

円となりました。

これは主に、当第３四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益の計上４億８９百万円、未払配当

金の支払６億５８百万円によるものであります。なお、自己資本比率は60.6％となりました。

② キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四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

１０億７４百万円減少し、３０億９８百万円となりました。当第３四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２億５４百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は４億１百万円の増

加）

　これは主に、税金等調整前四半期純利益７億６５百万円、仕入債務の増加９億４２百万円の増加要因、売上債権

の増加１６億５０百万円、法人税等の支払額２億５７百万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５億８９百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は５億２２百万円の

減少）

　これは主に、有形固定資産の取得による支出５億６６百万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、資金は１億９８百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は１０百万円の増

加）

　これは主に、長期借入れによる収入１０億円、長期借入金の返済による支出５億１１百万円、配当金の支払額６

億５８百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期第４四半期以降においても、全般的に景気は緩やかに回復するものの、先行きの不透明感は引き

続き継続するものと見込んでおります。

当社グループの主要販売先であります電気機器・電子部品・産業機械業界では、半導体の微細化・積層化を中心

とした生産増が継続し、堅調に推移するものと見込んでおります。

平成29年３月期通期の業績予想については、平成28年５月10日に「平成28年3月期決算短信[日本基準]（連結）」

で公表いたしました予想数値から修正はありません。

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

様々な要因により変動する場合があります。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ2,446千

円増加しております。
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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28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,190,889 3,119,560

受取手形及び売掛金 10,219,401 11,090,294

電子記録債権 1,149,416 1,962,286

商品 1,949,526 2,102,101

その他 440,917 328,945

貸倒引当金 △2,262 △2,593

流動資産合計 17,947,888 18,600,595

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,183,670 3,489,078

土地 3,911,613 3,911,613

その他（純額） 1,096,947 156,415

有形固定資産合計 7,192,230 7,557,106

無形固定資産 99,538 84,190

投資その他の資産

その他 742,902 787,947

貸倒引当金 △40,036 △41,610

投資その他の資産合計 702,865 746,336

固定資産合計 7,994,635 8,387,633

資産合計 25,942,523 26,988,228

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,261,297 4,151,991

電子記録債務 47,263 2,143,511

短期借入金 570,112 822,101

未払法人税等 125,356 122,320

賞与引当金 188,554 125,779

役員賞与引当金 51,000 31,850

その他 717,477 561,837

流動負債合計 6,961,060 7,959,390

固定負債

長期借入金 1,179,279 1,428,310

退職給付に係る負債 1,081,992 1,070,535

役員株式給付引当金 - 3,044

その他 194,902 163,187

固定負債合計 2,456,174 2,665,078

負債合計 9,417,235 10,624,468
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,819,230 1,819,230

資本剰余金 1,575,316 1,636,141

利益剰余金 13,339,812 13,170,842

自己株式 △246,351 △300,455

株主資本合計 16,488,007 16,325,758

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,828 44,230

為替換算調整勘定 43,730 △3,045

退職給付に係る調整累計額 △34,231 △8,557

その他の包括利益累計額合計 31,327 32,628

新株予約権 5,953 5,372

純資産合計 16,525,287 16,363,759

負債純資産合計 25,942,523 26,988,228
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 29,379,630 30,008,598

売上原価 24,979,510 25,593,958

売上総利益 4,400,120 4,414,639

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 323,785 344,283

給料手当及び賞与 1,669,214 1,701,863

株式報酬費用 30,309 3,044

法定福利費 266,165 266,782

退職給付費用 118,399 151,020

賃借料 237,421 241,117

減価償却費 140,082 147,141

貸倒引当金繰入額 - 1,904

賞与引当金繰入額 104,904 125,779

役員賞与引当金繰入額 20,970 31,850

その他 737,761 817,498

販売費及び一般管理費合計 3,649,013 3,832,284

営業利益 751,106 582,354

営業外収益

受取利息 1,825 1,406

受取配当金 3,798 4,888

仕入割引 163,985 165,661

為替差益 2,015 2,028

その他 46,816 54,405

営業外収益合計 218,441 228,389

営業外費用

支払利息 7,259 7,693

手形売却損 15,360 8,721

売上割引 7,710 7,481

減価償却費 13,828 12,366

その他 3,261 2,550

営業外費用合計 47,420 38,814

経常利益 922,127 771,930

特別利益

固定資産売却益 - 34

新株予約権戻入益 50 -

特別利益合計 50 34

特別損失

固定資産除却損 - 6,801

特別損失合計 - 6,801

税金等調整前四半期純利益 922,178 765,163

法人税、住民税及び事業税 131,482 244,827

法人税等調整額 210,140 30,787

法人税等合計 341,622 275,614

四半期純利益 580,555 489,549

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 580,555 489,549

決算短信（宝印刷） 2017年02月08日 15時34分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



スズデン株式会社(7480) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

― 8 ―

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 580,555 489,549

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,573 22,401

為替換算調整勘定 △8,530 △46,775

退職給付に係る調整額 6,254 25,674

その他の包括利益合計 △22,848 1,300

四半期包括利益 557,707 490,849

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 557,707 490,849

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31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 922,178 765,163

減価償却費 153,910 159,507

株式報酬費用 30,309 -

受注損失引当金の増減額（△は減少） △419,576 -

賞与引当金の増減額（△は減少） △71,263 △62,775

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20,970 △19,150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △14,503 △11,457

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） - 3,044

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,748 1,904

受取利息及び受取配当金 △5,623 △6,294

支払利息 7,259 7,693

為替差損益（△は益） △3 △47

有形固定資産売却損益（△は益） - △34

有形固定資産除却損 - 6,801

新株予約権戻入益 △50 -

売上債権の増減額（△は増加） △599,030 △1,650,097

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,401,218 △152,045

仕入債務の増減額（△は減少） △312,606 942,280

その他 △263,212 19,479

小計 848,226 3,971

利息及び配当金の受取額 5,696 6,430

利息の支払額 △7,160 △7,685

法人税等の支払額 △445,220 △257,487

営業活動によるキャッシュ・フロー 401,541 △254,770

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 △495,688 △566,701

有形固定資産の売却による収入 - 34

無形固定資産の取得による支出 △17,450 △6,540

有価証券の取得による支出 - △1,000,000

有価証券の償還による収入 - 1,000,000

投資有価証券の取得による支出 △8,537 △22,290

敷金及び保証金の差入による支出 △4,037 △3,142

敷金及び保証金の回収による収入 3,142 6,212

定期預金の預入による支出 - △3,000

その他 - 6,182

投資活動によるキャッシュ・フロー △522,571 △589,244

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 1,000,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △362,586 △511,831

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△35,869 △34,071

配当金の支払額 △651,612 △658,518

新株予約権の行使による株式の発行による
収入

60,262 6,141

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,194 △198,280

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,333 △32,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,169 △1,074,328

現金及び現金同等物の期首残高 4,675,307 4,172,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,559,138 3,098,560
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（４）四半期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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自

平成28年４月１日 至 平成28年12月31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。

（重要な後発事象）

(自己株式の取得)

当社は平成29年２月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を決議いたしました。内容は以下の通りであります。

１．自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得を行うものであります。

２．取得に係る事項の内容

（１）取得対象株式の種類 当社普通株式

（２）取得し得る株式の総数 850,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合5.82%）

（３）株式の取得価額の総額 898,450,000円（上限）

（４）取得期間 平成29年２月９日

（５）取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3)による買付け
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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３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 14,957,200 14.3

情報・通信機器 2,285,342 3.9

電子・デバイス機器 2,552,928 20.9

電設資材 5,951,544 △3.7

合計 25,747,015 9.2

（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。

　

(２)販売実績 （単位：千円）

品目名
当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 16,750,838 2.6

情報・通信機器 2,639,610 0.8

電子・デバイス機器 3,087,626 20.1

電設資材 7,530,522 △4.3

合計 30,008,598 2.1

（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。
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