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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 17,187 △1.5 487 △5.5 553 △4.9 306 △21.7

23年3月期第2四半期 17,457 68.2 515 ― 581 ― 391 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 278百万円 （△17.9％） 23年3月期第2四半期 339百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 20.91 20.87
23年3月期第2四半期 26.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 23,458 15,649 66.7
23年3月期 24,461 15,531 63.4

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  15,649百万円 23年3月期  15,501百万円

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  
 

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

23年3月期 ― 5.00 ― 11.00 16.00
24年3月期 ― 4.00

24年3月期（予想） ― 8.00 12.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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 35,100 1.9 790 △19.7 970 △13.8 510 △26.5 34.89



(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 
づく四半期財務諸表の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、 
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、四半期決算短信（添付資料）４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 15,152,600 株 23年3月期 15,152,600 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 471,119 株 23年3月期 535,619 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,644,623 株 23年3月期2Q 14,617,017 株
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当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）における当社グループを取り巻く

景況は、第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）は、堅調に推移したものの、

第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日～平成23年９月30日）では、東日本大震災の影響による第１

四半期における部品・部材確保のための前倒し発注による反動や急激な円高、欧州金融不安、米国・中国

の景気後退等の影響で減速が鮮明となりました。 

 当社グループの主力顧客である電気機器・電子部品・産業機械業界における第１四半期の売上高は、半

導体・液晶製造装置関連業界をはじめとして前年同期比で増加したものの、第２四半期では一転して前年

同期を割り込む結果となりました。 

 このような景況下で、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、商品の安定供給

や顧客ニーズに沿った納品体制の構築、設備復旧のための技術支援等を行うとともにローコストオペレー

ションを進めて利益の確保に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は１７１億８７百万円（前年同四

半期比1.5％減）、営業利益は４億８７百万円（前年同四半期比5.5％減）、経常利益は５億５３百万円

（前年同四半期比4.9％減）、四半期純利益は３億６百万円（前年同四半期比21.7％減）となりました。 

 なお、中間配当は平成23年５月10日に公表いたしました通り、１株当り４円といたします。 
  
【四半期連結会計期間の業績推移】 

                              （単位：百万円） 

 
  

また、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  

 ＰＬＣ、制御盤等は増加しましたが、センサー、オプト関連機器等が減少し、売上高は９５億３７百

万円（前年同四半期比0.5％減）となりました。 

②情報・通信機器分野  

 無停電電源装置、パソコン本体等は増加しましたが、ケーブル、ソフトウェア等が減少し、売上高は

１４億８５百万円（前年同四半期比1.3％減）となりました。 

③電子・デバイス機器分野  

 コネクタ、基板搭載用電源等が減少し、売上高は１４億８９百万円（前年同四半期比9.3％減）とな

りました。  

④電設資材分野  

 空調機器、ＢＯＸ、電線・ケーブル等は増加しましたが、照明器具、工事材料等が減少し、売上高は

４６億７５百万円（前年同四半期比1.1％減）となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

第１四半期 ９,１９１ ２８５ ３２１ １７４

第２四半期 ７,９９６ ２０１ ２３１ １３１
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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１０億３百万円減少し、２３４

億５８百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて３億６１百万円減少し、１４９億６７百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の増加２億９百万円、在庫の増加１億６９百万円の一方で、受取手形及び売

掛金の減少６億７４百万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６億４１百万円減少し、８４億９１百万円となりました。 

これは主に、東京都墨田区の両国センター売却による土地、建物等の減少３億７５百万円と、繰延税金

資産の減少１億５５百万円によるものであります。 

（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１１億２１百万円減少し、７８億

８百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて８億５４百万円減少し、５７億８４百万円となりました。 

これは主に、支払手形及び買掛金の減少４億６０百万円、未払法人税等の減少３億６４百万円によるも

のであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億６７百万円減少し、２０億２４百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の減少２億９３百万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１億１８百万円増加し、１５６

億４９百万円となりました。 

これは主に、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益の計上３億６百万円と、配当金の支払１億６

０百万円によるものであります。なお、自己資本比率は66.7％となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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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２億６百万円増加し、４８億７２百万円となりました。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２億５４百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は２億６８

百万円の減少） 

 これは主に税金等調整前四半期純利益６億７０百万円、売上債権の減少６億７６百万円の増加要因、た

な卸資産の増加１億７０百万円、仕入債務の減少４億６１百万円、法人税等の支払額５億１３百万円の減

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４億１３百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は９億３１

百万円の減少） 

 これは主に有形固定資産の売却による収入４億３９百万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４億６０百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は２億８９

百万円の減少） 

 これは主に長期借入金の返済による支出２億９３百万円、配当金の支払額１億６０百万円によるもので

あります。 

  

今後の見通しにつきましては、第３四半期は弱含みで推移するものの、第４四半期からは回復傾向に転

じると予想しております。 

 当社グループの主力顧客である電気機器・電子部品・産業機械業界では、半導体製造装置・液晶製造装

置関連企業を中心として生産、設備投資の回復が不透明な状況ですが、第４四半期からは徐々に回復する

と見込んでおり、平成23年５月10日に公表いたしました通期業績予想の修正は行いません。 

 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大きく異なる場合があります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,680,781 4,890,616

受取手形及び売掛金 8,665,581 7,990,851

商品 1,577,364 1,747,022

その他 406,290 340,293

貸倒引当金 △1,732 △1,577

流動資産合計 15,328,284 14,967,206

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,650,308 2,461,350

土地 5,189,884 4,921,212

その他（純額） 55,419 45,246

有形固定資産合計 7,895,612 7,427,809

無形固定資産 109,225 117,815

投資その他の資産

その他 1,324,363 1,140,806

貸倒引当金 △195,759 △194,985

投資その他の資産合計 1,128,604 945,820

固定資産合計 9,133,442 8,491,445

資産合計 24,461,726 23,458,652

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,950,050 4,489,311

短期借入金 606,764 606,844

未払法人税等 527,749 163,128

賞与引当金 154,995 177,207

役員賞与引当金 28,000 24,500

その他 370,797 323,095

流動負債合計 6,638,356 5,784,085

固定負債

長期借入金 1,122,531 829,085

退職給付引当金 1,008,440 1,029,027

その他 160,706 166,524

固定負債合計 2,291,677 2,024,636

負債合計 8,930,034 7,808,722
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23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 1,532,607 1,536,122

利益剰余金 12,336,150 12,481,628

自己株式 △221,358 △194,701

株主資本合計 15,466,629 15,642,279

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 49,036 20,112

為替換算調整勘定 △14,080 △12,461

その他の包括利益累計額合計 34,955 7,650

新株予約権 30,106 －

純資産合計 15,531,692 15,649,929

負債純資産合計 24,461,726 23,458,652

スズデン株式会社（7480）平成24年３月期 第２四半期決算短信

－7－



（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 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 17,457,655 17,187,322

売上原価 14,709,710 14,444,540

売上総利益 2,747,945 2,742,782

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 179,865 171,501

給料手当及び賞与 965,382 959,223

法定福利費 126,184 148,644

退職給付費用 54,235 58,576

賃借料 109,702 106,312

減価償却費 91,190 105,015

賞与引当金繰入額 187,518 177,207

役員賞与引当金繰入額 6,000 24,500

退職給付引当金繰入額 33,663 30,746

その他 478,696 473,755

販売費及び一般管理費合計 2,232,439 2,255,483

営業利益 515,505 487,298

営業外収益

受取利息 2,190 1,165

受取配当金 2,757 3,632

仕入割引 99,388 99,322

その他 6,578 8,202

営業外収益合計 110,915 112,323

営業外費用

支払利息 14,329 12,158

手形売却損 20,617 20,450

売上割引 6,802 7,629

為替差損 1,825 1,353

その他 1,364 4,909

営業外費用合計 44,940 46,501

経常利益 581,480 553,120
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 95,245 221,139

投資有価証券売却益 920 4,224

貸倒引当金戻入額 6,669 －

特別利益合計 102,835 225,364

特別損失

固定資産売却損 3,729 106,881

投資有価証券売却損 490 －

投資有価証券評価損 390 665

特別損失合計 4,610 107,547

税金等調整前四半期純利益 679,705 670,938

法人税、住民税及び事業税 313,936 152,772

法人税等調整額 △25,237 211,900

法人税等合計 288,699 364,673

少数株主損益調整前四半期純利益 391,006 306,264

四半期純利益 391,006 306,264
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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 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 391,006 306,264

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △48,050 △28,923

為替換算調整勘定 △3,053 1,619

その他の包括利益合計 △51,103 △27,304

四半期包括利益 339,902 278,959

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 339,902 278,959
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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 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 679,705 670,938

減価償却費 91,190 105,015

賞与引当金の増減額（△は減少） 51,858 22,212

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 △3,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,422 20,586

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,669 △938

受取利息及び受取配当金 △4,947 △4,798

支払利息 14,329 12,158

為替差損益（△は益） 679 1,049

投資有価証券評価損益（△は益） 390 665

投資有価証券売却損益（△は益） △430 △4,224

有形固定資産売却損益（△は益） 3,727 △114,258

無形固定資産売却損益（△は益） △95,243 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,144,506 676,154

たな卸資産の増減額（△は増加） △206,572 △170,628

仕入債務の増減額（△は減少） 424,603 △461,130

その他 23,706 25,355

小計 △154,754 774,657

利息及び配当金の受取額 4,701 4,912

利息の支払額 △14,073 △11,947

法人税等の支払額 △104,369 △513,382

営業活動によるキャッシュ・フロー △268,496 254,240

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 △366,690 △1,957

有形固定資産の売却による収入 38 439,320

無形固定資産の取得による支出 △106 △4,400

無形固定資産の売却による収入 133,440 －

投資有価証券の取得による支出 △6,572 △25,414

投資有価証券の売却による収入 5,335 9,485

敷金及び保証金の差入による支出 △1,228 △1,872

敷金及び保証金の回収による収入 4,260 1,261

定期預金の払戻による収入 － 15,000

定期預金の預入による支出 △700,000 △18,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △931,524 413,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 13,040 －

長期借入金の返済による支出 △293,029 △293,446

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,290 △6,811

自己株式の取得による支出 △37 －

配当金の支払額 － △160,786

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 64

財務活動によるキャッシュ・フロー △289,317 △460,979

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,148 153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,492,486 206,835

現金及び現金同等物の期首残高 4,002,572 4,665,781

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 2,510,086 ※1 4,872,616
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 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 
  
  該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30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。

  

 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 
  
  該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(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。 

  

 
(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。 

  

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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日)

前年同期比（％）

ＦＡ機器 8,280,749 △1.9

情報・通信機器 1,281,093 2.4

電子・デバイス機器 1,266,234 △12.5

電設資材 3,785,866 0.6

合計 14,613,943 △1.9

(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 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日)

前年同期比（％）

ＦＡ機器 9,537,109 △0.5

情報・通信機器 1,485,032 △1.3

電子・デバイス機器 1,489,861 △9.3

電設資材 4,675,319 △1.1

合計 17,187,322 △1.5
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