
22222000002222211111年年年年年３３３３３月期月期月期月期月期 第第第第第２２２２２四半期決算短四半期決算短四半期決算短四半期決算短四半期決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕(((((連結連結連結連結連結)))))
2020年11月11日

上 場 会 社 名 スズデン株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 7480 URL https://www.suzuden.co.jp/

代 表 者 (役職名) 代表取締役会長兼社長(氏名) 鈴木 敏雄

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名) 中野 諭 (TEL)03-6910-6801

四半期報告書提出予定日 2020年11月13日 配当支払開始予定日 2020年12月11日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第２四半期 21,705 2.0 609 △5.0 721 △5.8 488 △3.4

2020年３月期第２四半期 21,273 △13.1 641 △25.8 766 △22.6 505 △23.2
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 507百万円( 1.0％) 2020年３月期第２四半期 503百万円( △17.6％)
　

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２四半期 35.11 －

2020年３月期第２四半期 36.35 －
　

　

（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

2021年３月期第２四半期 24,564 16,166 65.8 1,162.12

2020年３月期 26,765 16,385 61.2 1,178.11
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 16,166百万円 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 － 18.00

2021年３月期(予想) － 42.00 60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

　

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、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 40,600 △8.9 780 △43.4 1,000 △38.5 560 △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 ： 有
　

　　



※ 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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 13,909,878株 2020年３月期２Ｑ 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２四半期連結累計期間（2020年４月１日～2020年９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影響により経済活動が大きく制限され、国内外において設備投資を控える動きが継続するなど、不

透明な状況が続いております。

こうした環境の中、ＢＣＰの観点からも当社は社員の健康と安全を最優先とした対策を行いながら、「もの造りサポ

ーティングカンパニー」として、もの造りの現場を支えるために在庫の拡充や受発注体制の強化ならびに物流体制の維

持に努め、商品の安定供給に努めてまいりました。

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、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

よる景気減速により生産活動や設備投資が低調に推移しましたが、一部の半導体製造装置関連の顧客では、生産国のロ

ックダウンによる影響を回避するための部材確保を目的とした前倒し受注が発生したことに加えて、５Ｇやデータセン

タ関連等の半導体需要の拡大に伴う生産増や設備投資が堅調に推移し、売上・利益に寄与いたしました。また、コロナ

禍における活動制限等に伴い販売費及び一般管理費が当初想定より減少したことも加わり、営業利益、経常利益、親会

社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期には及ばなかったものの、連結業績予想を上回ることができました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は21,705百万円（前年同四半期比2.0％増）、営業利益は609百万円

（前年同四半期比5.0％減）、経常利益は721百万円（前年同四半期比5.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

488百万円（前年同四半期比3.4％減）と前年同四半期に比べ増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

センサ、制御機器、ＲＦＩＤ等が増加し、売上高は12,850百万円（前年同四半期比6.4％増）となりました。

②情報・通信機器分野

ネットワーク機器、ＯＡ機器等が増加しましたが、ルーター、無停電電源等が減少し、売上高は1,927百万円（前年同

四半期比2.7％減）となりました。

③電子・デバイス機器分野

コネクタ、スイッチング電源等が増加し、売上高は2,508百万円（前年同四半期比9.9％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4,418百万円（前年同四半

期比10.3％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、各種感染防止対策を継続して実施しており、

現時点では、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、全てのステークホ

ルダーや社員を含めた当社で働く一人ひとり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2,201百万円減少し、24,564百万円となりま

した。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,173百万円減少し、19,626百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の減少172百万円、受取手形及び売掛金の減少1,627百万円、商品の減少209百万円によ

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27百万円減少し、4,937百万円となりました。
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（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1,982百万円減少し、8,397百万円となりまし

た。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,782百万円減少し、6,824百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少1,492百万円、短期借入金の減少147百万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199百万円減少し、1,573百万円となりました。

これは主に、長期借入金の減少229百万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219百万円減少し、16,166百万円となりまし

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488百万円、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65.8％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

172百万円減少し、4,296百万円となりました。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950百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は1,204百万円の増加）

これは主に、税金等調整前四半期純利益732百万円、法人税等の支払額219百万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23百万円の減少）

これは主に、有形固定資産の取得による支出23百万円、投資有価証券の売却による収入39百万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1,122百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は2,398百万円の減少）

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2,375百万円、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

第２四半期連結累計期間につきましては、一部の半導体製造装置関連の顧客における前倒し受注や生産活動および設

備投資が堅調に推移するとともに、販売費及び一般管理費が当初想定より減少したことにより、当初予想を上回る結果

となりました。

第３四半期以降におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立により、当社を取り巻く景況は

一部で持ち直しの動きがみられており、現在の受注動向および第２四半期実績をふまえて、2021年３月期通期の業績予

想につきましては、2020年７月31日に「2021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

予想数値から修正いたします。

しかしながら、コロナ禍における海外子会社を取り巻く環境の変化や、米中貿易摩擦の長期化およびデータセンタ需

要の一服等による半導体製造装置市場の需要後退の懸念等、不確実性が高まっており、その影響は精査中であります。

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。
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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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,489,262 4,317,252

受取手形及び売掛金 10,693,296 9,065,537

電子記録債権 2,728,909 2,706,648

有価証券 904,871 901,061

商品 2,596,094 2,386,123

その他 390,238 252,393

貸倒引当金 △2,671 △2,348

流動資産合計 21,800,003 19,626,670

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,566,656 1,524,650

土地 1,909,493 1,909,493

その他（純額） 264,902 292,405

有形固定資産合計 3,741,052 3,726,549

無形固定資産 66,813 58,088

投資その他の資産

その他 1,195,118 1,189,751

貸倒引当金 △37,322 △36,512

投資その他の資産合計 1,157,795 1,153,238

固定資産合計 4,965,662 4,937,876

資産合計 26,765,666 24,564,547

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,690,887 3,198,511

電子記録債務 2,182,464 2,097,600

短期借入金 751,310 603,988

未払法人税等 257,218 271,107

賞与引当金 241,916 233,152

役員賞与引当金 74,000 16,500

その他 409,146 403,473

流動負債合計 8,606,943 6,824,333

固定負債

長期借入金 395,628 166,560

役員株式給付引当金 36,572 43,994

退職給付に係る負債 981,253 985,707

その他 359,652 377,361

固定負債合計 1,773,107 1,573,623

負債合計 10,380,050 8,397,957
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020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 1,530,825 1,530,825

利益剰余金 13,623,165 13,381,905

自己株式 △642,661 △639,993

株主資本合計 16,330,559 16,091,967

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 73,180

為替換算調整勘定 6,300 △968

退職給付に係る調整累計額 4,818 2,410

その他の包括利益累計額合計 55,056 74,622

純資産合計 16,385,615 16,166,589

負債純資産合計 26,765,666 24,564,547
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 21,273,250 21,705,286

売上原価 18,058,224 18,572,414

売上総利益 3,215,026 3,132,872

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 246,920 229,681

給料手当及び賞与 1,017,064 1,039,287

株式報酬費用 5,575 12,659

法定福利費 178,786 175,721

退職給付費用 81,864 70,194

賃借料 188,839 189,017

減価償却費 79,230 81,040

賞与引当金繰入額 247,277 233,152

役員賞与引当金繰入額 38,500 16,500

その他 489,656 476,095

販売費及び一般管理費合計 2,573,714 2,523,349

営業利益 641,311 609,523

営業外収益

受取利息 7,855 6,713

受取配当金 16,551 10,855

仕入割引 104,764 102,423

その他 14,414 13,302

営業外収益合計 143,586 133,294

営業外費用

支払利息 7,516 8,044

手形売却損 4,624 878

売上割引 3,516 2,749

為替差損 1,314 6,754

その他 1,702 2,536

営業外費用合計 18,675 20,963

経常利益 766,222 721,854

特別利益

投資有価証券売却益 － 11,323

特別利益合計 － 11,323

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 766,222 732,851

法人税、住民税及び事業税 237,515 233,610

法人税等調整額 23,325 10,819

法人税等合計 260,840 244,430

四半期純利益 505,381 488,421

親会社株主に帰属する四半期純利益 505,381 488,421
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 505,381 488,421

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △242 29,242

為替換算調整勘定 △6,398 △7,268

退職給付に係る調整額 4,333 △2,407

その他の包括利益合計 △2,307 19,566

四半期包括利益 503,074 507,987

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 503,074 507,987

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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 766,222 732,851

減価償却費 79,230 81,040

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,296 △8,764

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △52,500 △57,500

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 5,575 10,089

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △23,115 4,454

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,059 △1,132

受取利息及び受取配当金 △24,407 △17,568

支払利息 7,516 8,044

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） － △11,323

売上債権の増減額（△は増加） 1,557,357 1,647,147

たな卸資産の増減額（△は増加） 269,470 209,581

仕入債務の増減額（△は減少） △830,772 △1,576,517

その他 △297,614 135,982

小計 1,464,200 1,156,710

利息及び配当金の受取額 21,165 21,426

利息の支払額 △7,384 △8,005

法人税等の支払額 △273,801 △219,859

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,204,179 950,271

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 △15,178 △23,000

投資有価証券の取得による支出 △8,008 △17,982

投資有価証券の売却による収入 － 39,186

敷金及び保証金の差入による支出 △1,223 △1,256

敷金及び保証金の回収による収入 1,890 8,172

その他 △650 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,170 5,120

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 △842,238 △2,375,048

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,496 △16,111

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 △2,398,566 △1,122,183

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,564 △5,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,223,121 △172,009

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 3,947,493 4,296,252
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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。

　



スズデン株式会社(7480) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 10 ―

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２第四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

　 至 2020年９月30日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 11,059,441 5.6

情報・通信機器 1,613,956 △3.6

電子・デバイス機器 2,168,378 21.6

電設資材 3,521,116 △8.8

合計 18,362,893 3.2

（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２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

　 至 2020年９月30日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 12,850,065 6.4

情報・通信機器 1,927,647 △2.7

電子・デバイス機器 2,508,801 9.9

電設資材 4,418,772 △10.3

合計 21,705,286 2.0

（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。

　


