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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 25,109 △3.1 584 △15.3 682 △13.1 332 △35.3

23年3月期第3四半期 25,903 49.6 689 ― 785 ― 512 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 286百万円 （△41.7％） 23年3月期第3四半期 491百万円 （―％）

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3四半期 22.65 22.62
23年3月期第3四半期 35.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 23,580 15,599 66.2
23年3月期 24,461 15,531 63.4

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  15,599百万円 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 34.78



(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3Q 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3Q 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3Q 14,655,681 株 23年3月期3Q 14,617,006 株
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当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）における当社グループを取り巻く

景況は、東日本大震災の影響によるサプライチェーンの再構築や部品・部材確保のための需要はあったも

のの、その反動や急激な円高、欧州金融不安、米国・中国の景気後退、タイの洪水による一部商品の供給

不足等の影響もあり、不透明な状況となっております。 

 当社グループの主力顧客である電気機器・電子部品・産業機械業界における売上高も、第１四半期では

前年同四半期比で増加したものの、第２四半期では一転して前年同四半期を割り込み、第３四半期でも回

復しておりません。 

 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３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は２５１億９百万円（前年同四半

期比3.1％減）、営業利益は５億８４百万円（前年同四半期比15.3％減）、経常利益は６億８２百万円

（前年同四半期比13.1％減）、四半期純利益は３億３２百万円（前年同四半期比35.3％減）となりまし

た。なお、四半期純利益は、法人税率変更の影響もあり減少しました。 

  

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  

 制御盤、防爆機器等は増加しましたが、センサー、ＰＬＣ、オプト関連機器等が減少し、売上高は１

３７億８０百万円（前年同四半期比3.5％減）となりました。 

②情報・通信機器分野 

 無停電電源装置、ネットワーク機器等は増加しましたが、通信・接続ケーブル、パソコン本体、ソフ

トウェア等が減少し、売上高は２２億４百万円（前年同四半期比3.9％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２１億３３百万円（前年同四半期比11.4％減）とな

りました。  

④電設資材分野  

 ＢＯＸ、空調機器、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

６９億９０百万円（前年同四半期比1.0％増）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
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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８億８０百万円減少し、２３５

億８０百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて１億４５百万円減少し、１５１億８３百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金の増加７３百万円、在庫の増加５１百万円の一方で、現金及び預金の

減少１億５７百万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７億３５百万円減少し、８３億９７百万円となりました。 

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１億８９百万円によるものであります。 

（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９億４８百万円減少し、７９億８

１百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて５億３６百万円減少し、６１億２百万円となりました。 

これは主に、未払法人税等の減少５億２７百万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４億１１百万円減少し、１８億７９百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の減少４億４０百万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６７百万円増加し、１５５億９

９百万円となりました。 

これは主に、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益の計上３億３２百万円と、配当金の支払２億

１９百万円によるものであります。なお、自己資本比率は66.2％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１億６０百万円減少し、４５億４百万円となりました。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９９百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は２億８百万円

の増加） 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益８億円、減価償却費の増加１億５５百万円、法人税等の支払額

７億９５百万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３億４６

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６億６９百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は４億９３

百万円の減少） 

 これは主に、長期借入金の返済による支出４億４０百万円、配当金の支払額２億１９百万円によるもの

であります。 

  

今後の見通しにつきましては、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、半導体微細化投資による半導体製造装置関連企業の生産増や、タイの洪水からの復興需要等により第

４四半期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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,680,781 4,522,921

受取手形及び売掛金 8,665,581 8,739,471

商品 1,577,364 1,628,753

その他 406,290 293,866

貸倒引当金 △1,732 △1,738

流動資産合計 15,328,284 15,183,274

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,650,308 2,419,862

土地 5,189,884 4,921,212

その他（純額） 55,419 49,863

有形固定資産合計 7,895,612 7,390,939

無形固定資産 109,225 115,522

投資その他の資産

その他 1,324,363 1,086,101

貸倒引当金 △195,759 △194,839

投資その他の資産合計 1,128,604 891,261

固定資産合計 9,133,442 8,397,723

資産合計 24,461,726 23,580,997

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,950,050 4,955,607

短期借入金 606,764 606,156

未払法人税等 527,749 －

賞与引当金 154,995 89,192

役員賞与引当金 28,000 36,751

その他 370,797 414,378

流動負債合計 6,638,356 6,102,084

固定負債

長期借入金 1,122,531 682,362

退職給付引当金 1,008,440 1,024,467

その他 160,706 173,051

固定負債合計 2,291,677 1,879,881

負債合計 8,930,034 7,981,966
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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３四半期連結会計期間
(平成23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 1,532,607 1,536,122

利益剰余金 12,336,150 12,448,642

自己株式 △221,358 △194,701

株主資本合計 15,466,629 15,609,292

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 8,208

為替換算調整勘定 △14,080 △18,469

その他の包括利益累計額合計 34,955 △10,261

新株予約権 30,106 －

純資産合計 15,531,692 15,599,031

負債純資産合計 24,461,726 23,580,997
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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 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 25,903,637 25,109,396

売上原価 21,881,599 21,188,254

売上総利益 4,022,038 3,921,142

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 267,995 252,455

給料手当及び賞与 1,609,905 1,590,681

法定福利費 185,422 222,552

退職給付費用 85,781 85,431

賃借料 163,270 159,148

減価償却費 145,978 155,061

賞与引当金繰入額 102,099 89,192

役員賞与引当金繰入額 12,000 36,751

退職給付引当金繰入額 50,493 46,119

その他 709,488 699,337

販売費及び一般管理費合計 3,332,436 3,336,731

営業利益 689,602 584,410

営業外収益

受取利息 3,125 1,705

受取配当金 4,337 5,541

仕入割引 147,767 138,769

その他 10,185 15,906

営業外収益合計 165,415 161,922

営業外費用

支払利息 20,885 17,501

手形売却損 30,701 26,642

売上割引 10,373 11,696

為替差損 3,227 2,977

その他 3,905 4,934

営業外費用合計 69,093 63,751

経常利益 785,924 682,582

特別利益

固定資産売却益 95,245 221,139

投資有価証券売却益 8,152 6,655

貸倒引当金戻入額 2,792 －

特別利益合計 106,190 227,795
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

特別損失

固定資産売却損 3,729 106,881

固定資産除却損 439 1,740

投資有価証券売却損 1,480 －

投資有価証券評価損 390 895

特別損失合計 6,040 109,517

税金等調整前四半期純利益 886,075 800,860

法人税、住民税及び事業税 348,583 129,353

法人税等調整額 24,629 339,502

法人税等合計 373,212 468,855

少数株主損益調整前四半期純利益 512,862 332,004

四半期純利益 512,862 332,004
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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 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 512,862 332,004

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,312 △40,827

為替換算調整勘定 410 △4,389

その他の包括利益合計 △20,901 △45,217

四半期包括利益 491,961 286,787

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 491,961 286,787
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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 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 886,075 800,860

減価償却費 145,978 155,061

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,560 △65,803

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000 8,751

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,482 16,027

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,792 △838

受取利息及び受取配当金 △7,462 △7,246

支払利息 20,885 17,501

為替差損益（△は益） 817 842

投資有価証券評価損益（△は益） 390 895

投資有価証券売却損益（△は益） △6,671 △6,655

有形固定資産売却損益（△は益） 3,727 △114,258

有形固定資産除却損 439 1,740

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） △1,361,654 △74,955

たな卸資産の増減額（△は増加） △258,203 △51,966

仕入債務の増減額（△は減少） 921,054 7,151

その他 144,816 217,577

小計 388,079 904,686

利息及び配当金の受取額 6,947 7,007

利息の支払額 △20,571 △17,142

法人税等の支払額 △166,198 △795,307

営業活動によるキャッシュ・フロー 208,256 99,243

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 △522,002 △2,309

有形固定資産の売却による収入 6,538 439,320

無形固定資産の取得による支出 △1,716 △4,700

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 △9,237 △29,402

投資有価証券の売却による収入 39,775 14,026

敷金及び保証金の差入による支出 △2,693 △1,872

敷金及び保証金の回収による収入 6,230 1,443

定期預金の払戻による収入 713,000 15,000

定期預金の預入による支出 △710,000 △18,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △346,664 413,504

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 12,460 －

長期借入金の返済による支出 △419,752 △440,169

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,584 △9,644

自己株式の取得による支出 △37 －

配当金の支払額 △73,084 △219,512

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 △493,998 △669,261
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,094 △4,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △636,502 △160,859

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 3,366,070 4,504,921
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 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 
  
  該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日)

前年同期比（％）

ＦＡ機器 11,926,466 △4.7

情報・通信機器 1,888,590 △3.9

電子・デバイス機器 1,817,737 △14.6

電設資材 5,607,743 1.7

合計 21,240,537 △4.0

(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 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日)

前年同期比（％）

ＦＡ機器 13,780,970 △3.5

情報・通信機器 2,204,618 △3.9

電子・デバイス機器 2,133,739 △11.4

電設資材 6,990,067 1.0

合計 25,109,396 △3.1

スズデン株式会社（7480）平成24年３月期 第３四半期決算短信

－ 14 －




