
22222000002222211111年年年年年３３３３３月期月期月期月期月期 第第第第第３３３３３四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)))))
2021年２月１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 2021年２月９日 配当支払開始予定日 －

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３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 32,861 0.8 877 △7.3 1,050 △6.1 576 △21.6

2020年３月期第３四半期 32,592 △11.0 946 △22.7 1,118 △21.3 735 △15.0
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 625百万円(△19.6％) 2020年３月期第３四半期 777百万円( 2.2％)
　

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３四半期 41.44 －

2020年３月期第３四半期 52.90 －
　

　

（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３四半期 25,459 16,068 63.1 1,152.48

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３四半期 16,068百万円 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 ： 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、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 43,600 △2.2 1,000 △27.5 1,200 △26.2 680 △36.6 48.91
(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３Ｑ 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３Ｑ 710,059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３Ｑ 13,907,033株 2020年３月期３Ｑ 13,902,437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３四半期連結累計期間（2020年４月１日～2020年12月31日）における当社グループを取り巻く環境は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大により減速した企業の生産活動や設備投資需要が徐々に回復してきたものの、年末からの感染の

再拡大を受けて、先行きの不透明感が再び強まっている状況となっております。

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、商品の安定供給に取り組んでまいりました。また、コロナ禍における行動制限のあるなかＷＥＢを活用した

営業活動を推進するなど引続き業務の効率化を進めてまいりました。

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、第３四半期に入り停滞していた生産活動

や設備投資需要が緩やかに持ち直す動きが見られました。特に半導体製造装置関連の主要顧客では、５Ｇやデータセン

タ関連を中心とした半導体の需要増により、生産や設備投資が引続き好調に推移し、売上・利益に大きく寄与しまし

た。利益面につきましては、海外子会社における減損損失を計上しましたが、行動制限が続くなか業務の効率化に取り

組み販売費及び一般管理費が当初の想定よりも減少したことも加わり、当第３四半期連結累計期間において通期連結業

績予想値を上回ることとなりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は32,861百万円（前年同四半期比0.8％増）、営業利益は877百万円

（前年同四半期比7.3％減）、経常利益は1,050百万円（前年同四半期比6.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は576百万円（前年同四半期比21.6％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、ＲＦＩＤ、制御機器等が増加し、売上高は19,491百万円（前年同四半期比5.0％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、液晶ディスプレイ等が増加しましたが、無停電電源、ルーター等が減少し、売上高は

2,968百万円（前年同四半期比0.9％減）となりました。

③電子・デバイス機器分野

ＥＭＩ対策商品、コネクタ、スイッチング電源等が増加し、売上高は3,662百万円（前年同四半期比6.1％増）となり

ました。

④電設資材分野

空調機器、工場用設備用品、端子台等が増加しましたが、ＢＯＸ、ケーブル等が減少し、売上高は6,739百万円（前年

同四半期比11.2％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1,305百万円減少し、25,459百万円となりま

した。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,320百万円減少し、20,479百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金の減少1,080百万円、有価証券の減少904百万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14百万円増加し、4,979百万円となりました。
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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988百万円減少し、9,391百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて721百万円減少し、7,885百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少718百万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267百万円減少し、1,505百万円となりました。

これは主に、長期借入金の減少291百万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317百万円減少し、16,068百万円となりまし

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576百万円、配当金の支払982

百万円によるものであります。なお、自己資本比率は63.1％となりました。

　② キャッシュ・フローの状況

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

372百万円増加し、4,841百万円となりました。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1,257百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は867百万円の増加）

これは主に、税金等調整前四半期純利益937百万円、売上債権の減少650百万円の増加要因、法人税等の支払額463

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689百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は85百万円の減少）

これは主に、有価証券の償還による収入900百万円、敷金及び保証金の差入による支出207百万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1,571百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は2,845百万円の減少）

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2,562百万円、配当金の支払額982百

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

2021年３月期通期業績予想につきましては、第４四半期以降も５Ｇやデータセンタ関連を中心とした半導体需要の増

加による設備投資等が引続き堅調に推移すると見込んでおります。また、業務の効率化ならびに販売費及び一般管理費

の見直しと削減に継続して取り組んでまいります。これらの状況を踏まえて、2021年３月期の通期業績予想を修正する

ことといたしました。

詳細につきましては、本日（2021年２月１日）公表いたしました「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、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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,489,262 4,862,259

受取手形及び売掛金 10,693,296 9,612,517

電子記録債権 2,728,909 3,157,835

有価証券 904,871 －

商品 2,596,094 2,683,739

その他 390,238 166,082

貸倒引当金 △2,671 △2,551

流動資産合計 21,800,003 20,479,883

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,566,656 1,500,890

土地 1,909,493 1,909,493

その他（純額） 264,902 167,813

有形固定資産合計 3,741,052 3,578,197

無形固定資産 66,813 52,559

投資その他の資産

その他 1,195,118 1,385,387

貸倒引当金 △37,322 △36,162

投資その他の資産合計 1,157,795 1,349,224

固定資産合計 4,965,662 4,979,981

資産合計 26,765,666 25,459,865

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,690,887 3,971,907

電子記録債務 2,182,464 2,697,723

短期借入金 751,310 478,972

未払法人税等 257,218 68,273

賞与引当金 241,916 131,533

役員賞与引当金 74,000 36,750

その他 409,146 500,355

流動負債合計 8,606,943 7,885,513

固定負債

長期借入金 395,628 104,052

役員株式給付引当金 36,572 48,651

退職給付に係る負債 981,253 984,261

その他 359,652 368,857

固定負債合計 1,773,107 1,505,822

負債合計 10,380,050 9,391,335
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020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 1,530,825 1,541,190

利益剰余金 13,623,165 13,217,240

自己株式 △642,661 △613,319

株主資本合計 16,330,559 15,964,341

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 99,949

為替換算調整勘定 6,300 3,032

退職給付に係る調整累計額 4,818 1,205

その他の包括利益累計額合計 55,056 104,187

純資産合計 16,385,615 16,068,529

負債純資産合計 26,765,666 25,459,865
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 32,592,191 32,861,410

売上原価 27,751,033 28,174,947

売上総利益 4,841,158 4,686,463

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 376,325 354,298

給料手当及び賞与 1,765,007 1,772,843

株式報酬費用 6,203 19,080

法定福利費 270,709 268,317

退職給付費用 122,254 104,967

賃借料 282,137 285,363

減価償却費 119,812 122,665

賞与引当金繰入額 144,002 131,533

役員賞与引当金繰入額 58,500 36,750

その他 749,271 713,070

販売費及び一般管理費合計 3,894,224 3,808,890

営業利益 946,934 877,572

営業外収益

受取利息 11,490 8,719

受取配当金 20,737 14,787

仕入割引 146,355 153,365

その他 21,194 20,514

営業外収益合計 199,777 197,387

営業外費用

支払利息 10,851 10,629

手形売却損 6,349 2,240

売上割引 5,414 3,974

為替差損 3,564 3,578

その他 2,145 4,444

営業外費用合計 28,324 24,868

経常利益 1,118,387 1,050,091

特別利益

投資有価証券売却益 － 12,503

特別利益合計 － 12,503

特別損失

減損損失 － 124,842

固定資産除却損 216 82

投資有価証券評価損 － 327

特別損失合計 216 125,251

税金等調整前四半期純利益 1,118,170 937,342

法人税、住民税及び事業税 303,985 294,284

法人税等調整額 78,773 66,719

法人税等合計 382,758 361,003

四半期純利益 735,412 576,338

親会社株主に帰属する四半期純利益 735,412 576,338
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 735,412 576,338

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 49,570 56,012

為替換算調整勘定 △13,852 △3,268

退職給付に係る調整額 6,498 △3,613

その他の包括利益合計 42,216 49,131

四半期包括利益 777,628 625,470

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 777,628 625,470

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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 1,118,170 937,342

減価償却費 119,812 122,665

減損損失 － 124,842

賞与引当金の増減額（△は減少） △94,979 △110,383

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32,500 △37,250

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 5,955 14,746

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △16,620 3,007

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,151 △1,280

受取利息及び受取配当金 △32,228 △23,507

支払利息 10,851 10,629

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） － △12,503

売上債権の増減額（△は増加） 33,185 650,373

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,397 △87,410

仕入債務の増減額（△は減少） 507,906 △203,306

その他 △113,772 307,667

小計 1,431,232 1,695,962

利息及び配当金の受取額 33,494 35,421

利息の支払額 △10,723 △10,569

法人税等の支払額 △586,874 △463,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 867,129 1,257,268

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 △20,808 △37,077

無形固定資産の取得による支出 △15,067 △106

有価証券の償還による収入 － 900,000

投資有価証券の取得による支出 △62,123 △22,017

投資有価証券の売却による収入 － 46,856

敷金及び保証金の差入による支出 △4,309 △207,250

敷金及び保証金の回収による収入 17,303 9,525

定期預金の預入による支出 △3,000 △3,000

定期預金の払戻による収入 3,000 3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,004 689,930

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 △1,030,128 △2,562,572

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △20,244 △24,930

配当金の支払額 △1,795,294 △982,263

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,845,667 △1,571,108

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,184 △3,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,075,726 372,996

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 3,094,889 4,841,259

　



スズデン株式会社(7480) 2021年３月期 第３四半期決算短信

― 9 ―

（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３第四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

　 至 2020年12月31日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 17,184,547 4.2

情報・通信機器 2,517,607 △0.3

電子・デバイス機器 3,149,084 13.8

電設資材 5,411,635 △10.4

合計 28,262,875 1.6

（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 2020年４月１日

　 至 2020年12月31日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 19,491,052 5.0

情報・通信機器 2,968,514 △0.9

電子・デバイス機器 3,662,444 6.1

電設資材 6,739,398 △11.2

合計 32,861,410 0.8

（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。

　


