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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年６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 ％

2021年３月期第１四半期 11,217 9.7 326 21.9 397 15.8 277 23.4

2020年３月期第１四半期 10,229 △38.4 268 △67.4 343 △59.2 224 △63.4
(注)包括利益 2021年３月期第１四半期 282百万円( 21.1％) 2020年３月期第１四半期 233百万円(△47.0％)
　

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

2021年３月期第１四半期 19.93 －

2020年３月期第１四半期 16.16 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第１四半期 27,358 15,941 58.3

2020年３月期 26,765 16,385 61.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 15,941百万円 2020年３月期 16,385百万円
　

　

　

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

2020年３月期 － 18.00 － 52.00 70.00

2021年３月期 －

2021年３月期(予想) 14.00 － 42.00 56.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 21,300 0.1 440 △31.4 580 △24.3 370 △26.7 26.61

通期 40,200 △9.8 620 △55.0 880 △45.8 560 △47.8 40.28
(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 ： 無

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) 2021年３月期１Ｑ 14,652,600株 2020年３月期 14,652,600株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 741,359株 2020年３月期 744,259株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 13,908,500株 2020年３月期１Ｑ 13,901,741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１四半期連結累計期間（2020年４月1日～2020年６月30日）における当社グループを取り巻く環境は、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴う国内外の経済活動の停滞や縮小により、景気は急速に悪化し、先行きは極めて不透明

な状況が続いております。

こうした環境の中、当社は社員の安全確保と健康維持に留意し各種感染防止対策を実施し、「もの造りサポーティン

グカンパニー」として、受発注体制および物流体制の維持に努め、商品の安定供給を図ってまいりました。

当社グループの主力販売先である電気機器・電子部品・産業機械業界では、景気減速や緊急事態宣言の発令等の影響

を受け、生産活動や設備投資需要は停滞傾向にありましたが、半導体製造装置関連の一部顧客において、設備投資が堅

調に推移するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を懸念した部品確保の為の受注が前倒しで発生したことによ

り、売上に寄与いたしました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は11,217百万円（前年同四半期比9.7％増）、営業利益は326百万円

（前年同四半期比21.9％増）、経常利益は397百万円（前年同四半期比15.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は277百万円（前年同四半期比23.4％増）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、制御機器、ＲＦＩＤ等が増加し、売上高は6,739百万円（前年同四半期比15.2％増）となりました。

②情報・通信機器分野

ＯＡ機器、ネットワーク機器等が増加しましたが、パソコン、ルーター等が減少し、売上高は966百万円（前年同四半

期比0.3％減）となりました。

③電子・デバイス機器分野

コネクタ、スイッチング電源、電池関連商品等が増加し、売上高は1,265百万円（前年同四半期比12.1％増）となりま

した。

④電設資材分野

工場用設備用品、施設照明器具等が増加しましたが、ＢＯＸ、分電盤等が減少し、売上高は2,244百万円（前年同四半

期比1.5％減）となりました。

　なお、新型コロナウイルス感染症への当社グループの対応としましては、毎朝の検温、マスク着用、飛沫防止パネル

の設置や手指消毒を徹底するとともに、時差出勤や営業時間の短縮に加えて、営業部門では緊急事態宣言の発令時にテ

レワークを推進するなど、各種感染防止対策を実施してきました。これまでのところ、各種対策を実施したことによる

当社グループの営業体制・受発注体制・物流体制への影響は出ておりません。今後も、社員、お客様、仕入先様など、

全てのステークホルダーの安全と健康を最優先とした上で事業活動の継続に取り組んでまいります。

（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１四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593百万円増加し、27,358百万円となりまし

た。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて656百万円増加し、22,456百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の増加1,386百万円、受取手形及び売掛金の減少944百万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63百万円減少し、4,902百万円となりました。
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（負債）

当第１四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1,037百万円増加し、11,417百万円となりまし

た。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて22百万円減少し、8,584百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少510百万円、短期借入金の増加608百万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1,059百万円増加し、2,832百万円となりました。

これは主に、長期借入金の増加1,034百万円によるものであります。

なお、短期借入金の増加、長期借入金の増加は、新型コロナウイルス感染症による事業への影響を鑑み、グルー

プ経営の安定化を図るべく手元流動性を厚く保持するために実施した長期資金2,000百万円の借入によるものであり

ます。

（純資産）

当第１四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444百万円減少し、15,941百万円となりまし

た。

これは主に、当第１四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277百万円、配当金の支払

729百万円によるものであります。なお、自己資本比率は58.3％となりました。

　② キャッシュ・フローの状況

当第１四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

1,386百万円増加し、5,854百万円となりました。当第１四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470百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は704百万円の増加）

これは主に、税金等調整前四半期純利益407百万円、売上債権の減少817百万円の増加要因、仕入債務の減少473百万

円、法人税等の支払額219百万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14百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は18百万円の減少）

これは主に、投資有価証券の売却による収入36百万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906百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は2,203百万円の減少）

これは主に、長期借入れによる収入2,000百万円、長期借入金の返済による支出355百万円、配当金の支払額729百万

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１四半期連結累計期間における売上および収益は、半導体関連の設備投資のほか新型コロナウイルス感染症の影

響による前倒し受注の増加等を受け、概ね計画通りに推移いたしましたが、2021年３月期第２四半期以降におきまして

は、新型コロナウイルス感染症の収束時期が見通せず先行きは依然として不透明な状況が続いております。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、生産活動の停滞や設備投資の先送りや規模の縮小

が見込まれ不確実性が高まっており、主力顧客である半導体製造装置関連顧客においては、５Ｇ通信の本格的な普及や

データセンター需要の復調による生産増を見込んでおりますが、一部生産調整の動きも見られており、その影響は精査

中であります。

　以上の要因から、2021年３月期第２四半期累計期間ならびに通期の業績予想については、2020年５月27日に「2020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、新型

コロナウイルス感染症の再拡大による影響など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。

決算短信（宝印刷） 2020年07月30日 10時38分 5ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



スズデン株式会社(7480) 2021年３月期 第１四半期決算短信

― 4 ―

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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,489,262 5,875,582

受取手形及び売掛金 10,693,296 9,749,144

電子記録債権 2,728,909 2,852,633

有価証券 904,871 902,977

商品 2,596,094 2,906,990

その他 390,238 171,922

貸倒引当金 △2,671 △2,507

流動資産合計 21,800,003 22,456,742

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,566,656 1,543,061

土地 1,909,493 1,909,493

その他（純額） 264,902 301,835

有形固定資産合計 3,741,052 3,754,390

無形固定資産 66,813 62,439

投資その他の資産

その他 1,195,118 1,122,253

貸倒引当金 △37,322 △37,067

投資その他の資産合計 1,157,795 1,085,185

固定資産合計 4,965,662 4,902,015

資産合計 26,765,666 27,358,758

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,690,887 4,180,527

電子記録債務 2,182,464 2,218,396

短期借入金 751,310 1,359,460

未払法人税等 257,218 77,194

賞与引当金 241,916 117,358

役員賞与引当金 74,000 74,000

その他 409,146 557,688

流動負債合計 8,606,943 8,584,625

固定負債

長期借入金 395,628 1,430,612

役員株式給付引当金 36,572 38,543

退職給付に係る負債 981,253 978,199

その他 359,652 385,226

固定負債合計 1,773,107 2,832,580

負債合計 10,380,050 11,417,206
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６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 1,530,825 1,530,825

利益剰余金 13,623,165 13,170,654

自己株式 △642,661 △639,993

株主資本合計 16,330,559 15,880,716

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43,937 58,001

為替換算調整勘定 6,300 △782

退職給付に係る調整累計額 4,818 3,616

その他の包括利益累計額合計 55,056 60,835

純資産合計 16,385,615 15,941,552

負債純資産合計 26,765,666 27,358,758
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 10,229,248 11,217,470

売上原価 8,689,660 9,647,109

売上総利益 1,539,587 1,570,360

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 122,286 116,847

給料手当及び賞与 509,396 521,068

株式報酬費用 2,286 6,364

法定福利費 79,792 88,858

退職給付費用 41,124 35,137

賃借料 94,648 93,257

減価償却費 39,557 39,394

賞与引当金繰入額 118,220 117,358

役員賞与引当金繰入額 19,000 －

その他 245,190 225,336

販売費及び一般管理費合計 1,271,503 1,243,622

営業利益 268,083 326,738

営業外収益

受取利息 4,082 3,346

受取配当金 15,782 9,710

仕入割引 52,710 52,243

為替差益 － 5,818

その他 12,394 6,614

営業外収益合計 84,969 77,734

営業外費用

支払利息 4,006 3,846

手形売却損 2,481 507

売上割引 1,867 1,481

為替差損 1,298 －

その他 384 1,480

営業外費用合計 10,038 7,317

経常利益 343,014 397,155

特別利益

投資有価証券売却益 － 10,785

特別利益合計 － 10,785

特別損失

投資有価証券評価損 － 327

特別損失合計 － 327

税金等調整前四半期純利益 343,014 407,614

法人税、住民税及び事業税 29,590 57,003

法人税等調整額 88,835 73,440

法人税等合計 118,425 130,443

四半期純利益 224,588 277,170

親会社株主に帰属する四半期純利益 224,588 277,170
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益 224,588 277,170

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,361 14,064

為替換算調整勘定 4,499 △7,082

退職給付に係る調整額 2,168 △1,202

その他の包括利益合計 9,028 5,779

四半期包括利益 233,617 282,949

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 233,617 282,949

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１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６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 343,014 407,614

減価償却費 39,557 39,394

賞与引当金の増減額（△は減少） △120,761 △124,558

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △72,000 －

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 2,286 4,638

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △11,238 △3,054

貸倒引当金の増減額（△は減少） △600 △419

受取利息及び受取配当金 △19,864 △13,057

支払利息 4,006 3,846

投資有価証券評価損益（△は益） － 327

投資有価証券売却損益（△は益） － △10,785

売上債権の増減額（△は増加） 1,006,022 817,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △124,494 △311,356

仕入債務の増減額（△は減少） △247,401 △473,717

その他 164,686 339,336

小計 963,214 675,920

利息及び配当金の受取額 18,538 19,764

利息の支払額 △3,893 △5,253

法人税等の支払額 △273,736 △219,816

営業活動によるキャッシュ・フロー 704,122 470,614

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 △14,205 △8,496

投資有価証券の取得による支出 △4,022 △14,015

投資有価証券の売却による収入 － 36,789

敷金及び保証金の差入による支出 △861 △564

敷金及び保証金の回収による収入 1,301 589

その他 △650 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,438 14,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △1,342

長期借入れによる収入 － 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △654,348 △355,524

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,729 △7,311

配当金の支払額 △1,542,831 △729,681

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,203,909 906,140

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,652 △4,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,514,571 1,386,319

現金及び現金同等物の期首残高 5,170,615 4,468,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,656,043 5,854,582
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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。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上

の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
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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１四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

　 至 2020年６月30日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 6,164,120 18.0

情報・通信機器 849,634 2.9

電子・デバイス機器 1,121,697 19.3

電設資材 1,823,010 0.1

合計 9,958,462 13.0

（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１四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

　 至 2020年６月30日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 6,739,716 15.2

情報・通信機器 966,968 △0.3

電子・デバイス機器 1,265,849 12.1

電設資材 2,244,935 △1.5

合計 11,217,470 9.7

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。
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