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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年９月30日）

（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 ％

2020年３月期第２四半期 21,273 △13.1 641 △25.8 766 △22.6 505 △23.2

2019年３月期第２四半期 24,477 3.5 864 10.9 990 8.3 657 8.6
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 503百万円(△17.6％) 2019年３月期第２四半期 610百万円( △2.8％)
　

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

2020年３月期第２四半期 36.35 －

2019年３月期第２四半期 47.38 47.34
　

　

（２）連結財政状態

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

2020年３月期第２四半期 25,354 16,053 63.3 1,154.82

2019年３月期 28,266 17,093 60.5 1,229.61
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 16,053百万円 2019年３月期 17,093百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

2019年３月期 － 10.00 － 110.00 120.00

2020年３月期 － 18.00

2020年３月期(予想) － 52.00 70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 45,400 △5.5 1,180 △25.8 1,450 △20.6 950 △28.8 68.39
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）
　

　

（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2020年３月期２Ｑ 14,652,600株 2019年３月期 14,652,600株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 750,859株 2019年３月期 750,859株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 13,901,741株 2019年３月期２Ｑ 13,882,051株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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「１．当四半期決算に関する定性的情報(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。
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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２四半期連結累計期間（2019年４月1日～2019年９月30日）における当社グループを取り巻く景況は、米中貿易摩

擦の長期化等が影響し、国内経済においても輸出や生産活動は弱含みで推移しました。

当社グループでは、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設備投資に慎重な姿勢が続いてお

り、半導体製造装置関連の主要顧客では、海外の半導体メーカーでのロジック関連の先行投資があったものの生産およ

び設備投資の調整局面が続いた結果、売上高は低調に推移いたしました。

こうした環境の中、当社は地域密着・顧客重視の営業体制のもと、人手不足や生産性向上といった顧客課題に対して、

自動化・省力化に向けた提案営業を展開し売上確保に努めるとともに、業務の効率化ならびに経費の見直し等による経

費削減に取り組んだことにより、利益面においては期初業績予想を上回りました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は21,273百万円（前年同四半期比13.1％減）、営業利益は641百万円

（前年同四半期比25.8％減）、経常利益は766百万円（前年同四半期比22.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は505百万円（前年同四半期比23.2％減）と前年同四半期に比べ減収減益となりました。

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

　温度調節器、駆動機器等が増加しましたが、センサー、表示機器等が減少し、売上高は12,081百万円（前年同四半

期比15.5％減）となりました。

②情報・通信機器分野

　システムラック、ＵＰＳ等が増加しましたが、ＦＡコンピューター、ルーター等が減少し、売上高は1,981百万円

（前年同四半期比15.9％減）となりました。

③電子・デバイス機器分野

　基板、電池関連商品等が増加しましたが、コネクター、基板用電源等が減少し、売上高は2,283百万円（前年同四半

期比12.6％減）となりました。

④電設資材分野

　ＢＯＸ、電線等が増加しましたが、ＬＥＤ照明、ケーブルアクセサリー等が減少し、売上高は4,927百万円（前年同

四半期比5.5％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2,911百万円減少し、25,354百万円となりまし

た。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3,040百万円減少し、19,457百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の減少521百万円、受取手形及び売掛金の減少851百万円、電子記録債権の減少707百万

円、有価証券の減少704百万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128百万円増加し、5,897百万円となりました。

これは主に、会計方針の変更によるリース資産の増加208百万円によるものであります。

決算短信（宝印刷） 2019年11月08日 12時10分 4ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



スズデン株式会社(7480) 2020年３月期 第２四半期決算短信

― 3 ―

（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1,871百万円減少し、9,300百万円となりまし

た。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,544百万円減少し、7,108百万円となりました。

これは主に、電子記録債務の減少743百万円、短期借入金の減少363百万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327百万円減少し、2,191百万円となりました。

これは主に、会計方針の変更によるリース債務の増加193百万円、長期借入金の減少479百万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1,039百万円減少し、16,053百万円となりまし

た。

これは主に、当第２四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益の計上505百万円、配当金の支払

1,542百万円によるものであります。なお、自己資本比率は63.3％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

1,223百万円減少し、3,947百万円となりました。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1,204百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は719百万円の増加）

　これは主に、税金等調整前四半期純利益766百万円、売上債権の減少1,557百万円の増加要因、仕入債務の減少830百

万円、法人税等の支払額273百万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23百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は35百万円の減少）

　これは主に、有形固定資産の取得による支出15百万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2,398百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は395百万円の減少）

　これは主に、長期借入金の返済による支出842百万円、配当金の支払額1,542百万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

　当第２四半期連結累計期間において売上高はおおよそ計画通りに推移いたしましたが、2020年３月期下期以降も、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・産業機械業界における設備投資需要は引き続き慎重な姿勢が

継続しております。特に半導体製造装置関連の主要顧客におきましては、一部で次世代技術への先行投資が行われるな

ど回復の兆しはあるものの、市場環境は不透明な状況が続いております。

　以上の要因から、2020年３月期通期の業績予想については、2019年８月５日に「2020年３月期第１四半期決算短信[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。今後、何らかの変化がある場合には、適切に開示してまいります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,490,178 3,968,493

受取手形及び売掛金 10,693,667 9,842,420

電子記録債権 2,780,620 2,073,120

有価証券 2,106,955 1,402,512

商品 2,172,463 1,900,102

その他 256,342 273,097

貸倒引当金 △2,680 △2,370

流動資産合計 22,497,546 19,457,376

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,663,850 1,615,375

土地 1,909,493 1,909,493

その他（純額） 75,384 273,824

有形固定資産合計 3,648,728 3,798,693

無形固定資産 72,452 77,512

投資その他の資産

その他 2,086,374 2,059,097

貸倒引当金 △38,787 △38,037

投資その他の資産合計 2,047,586 2,021,059

固定資産合計 5,768,767 5,897,266

資産合計 28,266,314 25,354,642

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,670,131 3,581,495

電子記録債務 2,589,554 1,846,417

短期借入金 1,113,966 750,828

未払法人税等 309,354 271,301

賞与引当金 238,981 247,277

役員賞与引当金 91,000 38,500

その他 640,097 373,166

流動負債合計 8,653,086 7,108,986

固定負債

長期借入金 1,255,979 776,879

役員株式給付引当金 25,569 31,144

退職給付に係る負債 1,031,444 1,008,329

その他 206,479 375,305

固定負債合計 2,519,472 2,191,658

負債合計 11,172,559 9,300,645
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019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 1,527,493 1,527,493

利益剰余金 14,345,604 13,308,154

自己株式 △648,286 △648,286

株主資本合計 17,044,041 16,006,591

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 46,738 46,495

為替換算調整勘定 11,638 5,240

退職給付に係る調整累計額 △8,664 △4,330

その他の包括利益累計額合計 49,713 47,405

純資産合計 17,093,755 16,053,997

負債純資産合計 28,266,314 25,354,642
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 24,477,826 21,273,250

売上原価 20,912,863 18,058,224

売上総利益 3,564,962 3,215,026

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 271,868 246,920

給料手当及び賞与 1,069,309 1,017,064

株式報酬費用 3,718 5,575

法定福利費 185,608 178,786

退職給付費用 68,876 81,864

賃借料 118,105 188,839

減価償却費 105,098 79,230

賞与引当金繰入額 284,447 247,277

役員賞与引当金繰入額 60,970 38,500

その他 532,499 489,656

販売費及び一般管理費合計 2,700,501 2,573,714

営業利益 864,461 641,311

営業外収益

受取利息 570 7,855

受取配当金 9,975 16,551

仕入割引 124,847 104,764

為替差益 4,193 －

その他 29,181 14,414

営業外収益合計 168,767 143,586

営業外費用

支払利息 5,523 7,516

手形売却損 4,994 4,624

売上割引 4,500 3,516

為替差損 － 1,314

減価償却費 6,767 －

貸倒引当金繰入額 18,362 －

その他 2,564 1,702

営業外費用合計 42,712 18,675

経常利益 990,515 766,222

特別利益

投資有価証券売却益 4,414 －

新株予約権戻入益 832 －

特別利益合計 5,247 －

税金等調整前四半期純利益 995,762 766,222

法人税、住民税及び事業税 309,771 237,515

法人税等調整額 28,212 23,325

法人税等合計 337,984 260,840

四半期純利益 657,778 505,381

親会社株主に帰属する四半期純利益 657,778 505,381

決算短信（宝印刷） 2019年11月08日 12時10分 8ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



スズデン株式会社(7480) 2020年３月期 第２四半期決算短信

― 7 ―

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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 657,778 505,381

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,787 △242

為替換算調整勘定 △10,445 △6,398

退職給付に係る調整額 △6,386 4,333

その他の包括利益合計 △47,618 △2,307

四半期包括利益 610,159 503,074

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 610,159 503,074

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２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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 995,762 766,222

減価償却費 111,865 79,230

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,579 8,296

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △65,030 △52,500

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 3,718 5,575

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,560 △23,115

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,149 △1,059

受取利息及び受取配当金 △10,545 △24,407

支払利息 5,523 7,516

投資有価証券売却損益（△は益） △4,414 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,181,129 1,557,357

たな卸資産の増減額（△は増加） △376,603 269,470

仕入債務の増減額（△は減少） △706,984 △830,772

その他 34,605 △297,614

小計 1,176,157 1,464,200

利息及び配当金の受取額 11,059 21,165

利息の支払額 △5,548 △7,384

法人税等の支払額 △461,683 △273,801

営業活動によるキャッシュ・フロー 719,985 1,204,179

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 △34,147 △15,178

投資有価証券の取得による支出 △8,018 △8,008

投資有価証券の売却による収入 8,306 －

敷金及び保証金の差入による支出 △2,890 △1,223

敷金及び保証金の回収による収入 1,393 1,890

その他 － △650

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,355 △23,170

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 －

長期借入金の返済による支出 △733,970 △842,238

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,776 △13,496

配当金の支払額 △671,485 △1,542,831

新株予約権の行使による株式の発行による収入 19,491 －

その他 △166 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △395,907 △2,398,566

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,610 △5,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 282,112 △1,223,121

現金及び現金同等物の期首残高 3,607,810 5,170,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,889,922 3,947,493
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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。

（会計方針の変更）

国際財務報告基準を適用している子会社は、第１四半期連結会計期間より、国際財務報告基準第16号「リー

ス」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリ

ースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしました。IFRS第16号の適用については、経過的な取扱

いに従っております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の「有形固定資産」が208,511千円増加し、流動負債の「その他」が

16,321千円及び固定負債の「その他」が193,993千円増加しております。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。
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３．その他

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 2019年４月１日

　 至 2019年９月30日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 10,469,560 △19.3

情報・通信機器 1,675,032 △15.8

電子・デバイス機器 1,782,476 △18.4

電設資材 3,859,255 △6.9

合計 17,786,326 △16.5

（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２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日

　 至 2019年９月30日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 12,081,846 △15.5

情報・通信機器 1,981,189 △15.9

電子・デバイス機器 2,283,092 △12.6

電設資材 4,927,122 △5.5

合計 21,273,250 △13.1

（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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