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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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 ％

28年3月期第3四半期 29,379 8.3 751 ― 922 ― 580 ―
27年3月期第3四半期 27,120 11.7 △398 ― △235 ― △178 ―

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 557百万円 （―％） 27年3月期第3四半期 △113百万円 （―％）

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

28年3月期第3四半期 40.08 39.84
27年3月期第3四半期 △12.36 ―

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

28年3月期第3四半期 25,861 16,404 63.4 1,124.77
27年3月期 26,749 16,407 61.3 1,135.65
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 16,396百万円 27年3月期 16,396百万円

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

28年3月期中間配当金の内訳 普通配当10円00銭 記念配当10円00銭

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

27年3月期 ― 10.00 ― 25.00 35.00
28年3月期 ― 20.00 ―
28年3月期（予想） 25.00 45.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 ： 有

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 38,800 4.4 910 135.2 1,180 98.7 720 76.9 49.71



(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） 28年3月期3Q 15,152,600 株 27年3月期 15,152,600 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 574,559 株 27年3月期 714,459 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 14,484,996 株 27年3月期3Q 14,438,141 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27年４月１日～平成27年12月31日）における当社グループを取り巻く景況は、中国

経済の低迷、原油価格の下落、地政学的リスクの高まりなどにより不透明な状況であり、在庫調整や設備投資の回復が

遅れております。

　当社グループの主力販売先の電気機器・電子部品・産業機械業界においては、液晶製造装置関連顧客や通信インフラ

関連顧客の一部に生産増や設備投資の動きがみられましたが、半導体製造装置関連の主要顧客での生産・在庫調整の回

復は少しずつ進んでいるものの力強さは見られません。なお、メガソーラーにかかわる設備投資は規模は縮小したもの

の、継続しております。

　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の取り組みを行うとともにメカトロ商

材の拡販を継続して推し進めてまいりました。また、エネルギーインフラ市場・メディカル市場への営業活動を強化す

るとともに４月には「コンポーネンツ名古屋営業所」を、１０月には「コンポーネンツ北陸営業所」を開設し、中部・

北陸マーケットの開拓を強力に推し進めております。

　以上の施策を実施することにより利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２９３億７９百万

円（前年同四半期比8.3％増）、営業利益は７億５１百万円（前年同四半期は３億９８百万円の営業損失）、経常利益は９

億２２百万円（前年同四半期は２億３５百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は５億８０百万円（前

年同四半期は１億７８百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）と前年同四半期に比べ増収増益となりました。

　
　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。

①ＦＡ機器分野

センサー、メカトロ製品、制御盤等が増加し、売上高は１６３億２１百万円（前年同四半期比16.0％増）となりま

した。

②情報・通信機器分野

外部記憶装置、ネットワーク機器、無停電電源等が増加し、売上高は２６億１９百万円（前年同四半期比6.5％増）

となりました。

③電子・デバイス機器分野

コネクター、基板用スイッチ等は増加しましたが、電池関連商品、ノイズ対策商品等が減少し、売上高は２５億７

０百万円（前年同四半期比5.8％減）となりました。

④電設資材分野

低圧設備、電線管付属品、ケーブル等が減少しましたが、環境配慮型商品、ケーブルアクセサリー等は増加し、売

上高は７８億６８百万円（前年同四半期比0.1％増）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８億８７百万円減少し、２５８億６１百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて１２億４９百万円減少し、１８２億５６百万円となりました。

　これは主に、受取手形及び売掛金の増加５億９５百万円、現金及び預金の減少１億１６百万円、在庫の減少１４

億１百万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３億６２百万円増加し、７６億５百万円となりました。

　これは主に、本社ビル建替えに伴う建設仮勘定の増加５億２４百万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８億８３百万円減少し、９４億５７百万円と

なりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて１２億８０百万円減少し、６８億８１百万円となりました。

　これは主に、支払手形及び買掛金の減少３億１３百万円、未払法人税等の減少２億３３百万円、受注損失引当金

の減少４億１９百万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３億９６百万円増加し、２５億７５百万円となりました。

　これは主に、長期借入金の増加４億４７百万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３百万円減少し、１６４億４百万円となり

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５億８０百万円、未払配当

金の支払６億５１百万円によるものであります。なお、自己資本比率は63.4％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１億

１６百万円減少し、４５億５９百万円となりました。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４億１百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は３億３９百万円の減少）

　これは主に、税金等調整前四半期純利益９億２２百万円、法人税等の支払額４億４５百万円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５億２２百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は２億６５百万円の減

少）

　これは主に、有形固定資産の取得による支出４億９５百万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１０百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は４億７１百万円の増加）

　これは主に、長期借入れによる収入１０億円、配当金の支払額６億５１百万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28年３月期第４四半期は、生産・設備投資が徐々に動き出し景気は緩やかに回復するものの、力強い回復には至

らないと見込んでおります。

　当社グループの主力販売先であります電気機器・電子部品・産業機械業界では、長引いていた半導体製造装置関連の

主要顧客での生産・在庫調整に回復の兆しが見られますが、不透明な状況が継続するものと見込んでおります。

　平成28年３月期通期の業績予想については、平成27年５月12日に公表した「平成27年３月期決算短信[日本基準]（連

結）」並びに平成27年11月６日に公表した「平成28年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の予想数値を変更

いたします。

　詳細につきましては、本日公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　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）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「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25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配

株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前

連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,693,307 4,577,138

受取手形及び売掛金 10,820,660 11,416,648

商品 3,383,283 1,981,737

その他 610,192 282,425

貸倒引当金 △1,062 △1,138

流動資産合計 19,506,381 18,256,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,320,436 2,217,862

土地 3,911,613 3,911,613

その他（純額） 176,185 668,661

有形固定資産合計 6,408,235 6,798,136

無形固定資産 102,254 93,270

投資その他の資産

その他 774,994 754,543

貸倒引当金 △42,590 △40,766

投資その他の資産合計 732,403 713,776

固定資産合計 7,242,892 7,605,183

資産合計 26,749,274 25,861,996

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,727,383 5,413,490

短期借入金 400,116 590,112

未払法人税等 251,285 17,620

賞与引当金 176,167 104,904

役員賞与引当金 - 20,970

受注損失引当金 419,576 -

その他 1,187,627 734,661

流動負債合計 8,162,155 6,881,758

固定負債

長期借入金 874,389 1,321,807

退職給付に係る負債 1,061,845 1,047,342

その他 243,220 206,841

固定負債合計 2,179,454 2,575,991

負債合計 10,341,610 9,457,749
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27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 1,540,416 1,571,713

利益剰余金 13,253,351 13,182,261

自己株式 △321,112 △258,234

株主資本合計 16,291,884 16,314,970

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 55,042 34,469

為替換算調整勘定 58,120 49,590

退職給付に係る調整累計額 △8,338 △2,083

その他の包括利益累計額合計 104,824 81,976

新株予約権 10,954 7,300

純資産合計 16,407,663 16,404,246

負債純資産合計 26,749,274 25,861,996
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第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)

売上高 27,120,810 29,379,630

売上原価 23,794,192 24,979,510

売上総利益 3,326,617 4,400,120

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 304,053 323,785

給料手当及び賞与 1,619,633 1,669,214

株式報酬費用 4,906 30,309

法定福利費 239,176 266,165

退職給付費用 130,756 118,399

賃借料 191,343 237,421

減価償却費 384,155 140,082

貸倒引当金繰入額 1,928 -

賞与引当金繰入額 111,254 104,904

役員賞与引当金繰入額 22,500 20,970

その他 715,590 737,761

販売費及び一般管理費合計 3,725,298 3,649,013

営業利益又は営業損失（△） △398,681 751,106

営業外収益

受取利息 2,016 1,825

受取配当金 11,278 3,798

仕入割引 160,980 163,985

為替差益 10,057 2,015

その他 29,300 46,816

営業外収益合計 213,633 218,441

営業外費用

支払利息 3,710 7,259

手形売却損 17,319 15,360

売上割引 9,665 7,710

減価償却費 15,582 13,828

その他 4,132 3,261

営業外費用合計 50,410 47,420

経常利益又は経常損失（△） △235,458 922,127

特別利益

投資有価証券売却益 12,206 -

新株予約権戻入益 - 50

特別利益合計 12,206 50

特別損失

固定資産除却損 788 -

投資有価証券売却損 27 -

特別損失合計 815 -

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（△）

△224,067 922,178

法人税、住民税及び事業税 238,850 131,482

法人税等調整額 △284,413 210,140

法人税等合計 △45,562 341,622

四半期純利益又は四半期純損失（△） △178,505 580,555

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又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△178,505 580,555
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △178,505 580,555

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 57,820 △20,573

為替換算調整勘定 6,167 △8,530

退職給付に係る調整額 553 6,254

その他の包括利益合計 64,541 △22,848

四半期包括利益 △113,964 557,707

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △113,964 557,707

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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第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)

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（△）

△224,067 922,178

減価償却費 399,737 153,910

株式報酬費用 4,906 30,309

受注損失引当金の増減額（△は減少） 761,645 △419,576

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,304 △71,263

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,500 20,970

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △14,949 △14,503

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,674 △1,748

受取利息及び受取配当金 △13,295 △5,623

支払利息 3,710 7,259

為替差損益（△は益） △255 △3

投資有価証券売却損益（△は益） △12,178 -

有形固定資産除却損 788 -

新株予約権戻入益 - △50

売上債権の増減額（△は増加） △1,587,213 △599,030

たな卸資産の増減額（△は増加） △716,531 1,401,218

仕入債務の増減額（△は減少） 867,727 △312,606

その他 719,773 △263,212

小計 134,666 848,226

利息及び配当金の受取額 13,422 5,696

利息の支払額 △4,126 △7,160

法人税等の支払額 △484,019 △445,220

法人税等の還付額 339 -

営業活動によるキャッシュ・フロー △339,718 401,541

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 △191,666 △495,688

無形固定資産の取得による支出 △10,138 △17,450

投資有価証券の取得による支出 △34,462 △8,537

投資有価証券の売却による収入 21,924 -

敷金及び保証金の差入による支出 △63,343 △4,037

敷金及び保証金の回収による収入 12,210 3,142

定期預金の払戻による収入 3,000 -

定期預金の預入による支出 △3,000 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △265,475 △522,571

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 △118,348 △362,586

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△34,864 △35,869

配当金の支払額 △375,391 △651,612

新株予約権の行使による株式の発行による
収入

- 60,262

財務活動によるキャッシュ・フロー 471,395 10,194

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,373 △5,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △129,424 △116,169

現金及び現金同等物の期首残高 4,486,328 4,675,307

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,356,903 4,559,138

決算短信 （宝印刷）  2016年02月05日 15時36分 9ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



スズデン株式会社(7480) 平成28年３月期 第３四半期決算短信

― 10 ―

（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26年４月１日 至 平成26年12月31日)及び当第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。
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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27年４月１日

　 至 平成27年12月31日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 13,090,704 0.4

情報・通信機器 2,199,199 5.8

電子・デバイス機器 2,111,636 △7.7

電設資材 6,177,679 △2.6

合計 23,579,220 △0.7

（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27年４月１日

　 至 平成27年12月31日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 16,321,949 16.0

情報・通信機器 2,619,323 6.5

電子・デバイス機器 2,570,175 △5.8

電設資材 7,868,181 0.1

合計 29,379,630 8.3

（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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