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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 22,536 △10.2 207 △64.5 326 △52.2 153 △53.8
24年3月期第3四半期 25,109 △3.1 584 △15.3 682 △13.1 332 △35.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 155百万円 （△45.9％） 24年3月期第3四半期 286百万円 （△41.7％）

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

25年3月期第3四半期 10.43 10.42
24年3月期第3四半期 22.65 22.62

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

25年3月期第3四半期 22,790 15,853 69.6 1,078.04
24年3月期 24,291 15,889 65.4 1,081.43
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  15,853百万円 24年3月期  15,876百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 10.00 14.00
25年3月期 ― 3.00 ―
25年3月期（予想） 7.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有   

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 30,200 △11.0 190 △79.9 350 △69.0 280 △51.9 19.05



(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仮定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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 15,152,600 株 24年3月期 15,152,600 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 446,619 株 24年3月期 471,119 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 14,696,181 株 24年3月期3Q 14,655,681 株
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当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年12月31日）における当社グループを取り巻く

景況は、欧州の債務問題、中国をはじめとする新興国の景気停滞の長期化等の影響による輸出減少、それ

に伴う生産活動の停滞等の影響により低調に推移いたしました。

当社グループの主力顧客であります電気機器・電子部品・産業機械業界においては、太陽光発電システ

ムにかかわる投資が一部増加したものの、大手半導体及びＦＰＤメーカー各社の設備投資抑制の影響を受

け、厳しい状況が続いております。

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、省エネ関連機器や太陽光発電システム等のエネルギー市場や医療市

場への取り組み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

が、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は２２５億３６百万円（前年同四半期比10.2％減）、営

業利益は２億７百万円（前年同四半期比64.5％減）、経常利益は３億２６百万円（前年同四半期比52.2％

減）、四半期純利益は１億５３百万円（前年同四半期比53.8％減）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

制御機器、センサー等が減少し、売上高は１１２億３９百万円（前年同四半期比18.4％減）となりま

した。

②情報・通信機器分野

ケーブル、ＦＡコンピュータ等が減少し、売上高は２１億９百万円（前年同四半期比4.3％減）とな

りました。

③電子・デバイス機器分野

コネクタ、ＬＥＤ、スイッチングパワーサプライ等が減少し、売上高は１９億３０百万円（前年同四

半期比9.5％減）となりました。

④電設資材分野

ケーブルアクセサリーが減少いたしましたが、ＬＥＤ照明、工具等が増加し、売上高は７２億５８百

万円（前年同四半期比3.8％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１５億１百万円減少し、２２７

億９０百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて１３億５０百万円減少し、１４５億８９百万円となりまし

た。

これは主に、有価証券の増加４億９９百万円、現金及び預金の減少１億９０百万円、受取手形及び売

掛金の減少１４億７３百万円、在庫の減少１億３４百万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１億５１百万円減少し、８２億円となりました。

これは主に、群馬県前橋市の土地建物等の売却による減少６２百万円、減価償却による減少１億３６

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１４億６５百万円減少し、６９億

３６百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて１２億１９百万円減少し、５４億２４百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少８億６９百万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２億４６百万円減少し、１５億１１百万円となりました。

これは主に、長期借入金の減少３億１３百万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３５百万円減少し、１５８億５

３百万円となりました。

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１億５３百万円と、未払配当金の支払

１億９０百万円によるものであります。なお、自己資本比率は69.6％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３億４百万円増加し、４４億７４百万円となりました。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９億５０百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は９９百万

円の増加）

これは主に、税金等調整前四半期純利益２億８７百万円、売上債権の減少１４億６０百万円、たな卸資

産の減少１億３４百万円の増加要因、仕入債務の減少８億６９百万円、法人税等の支払額２億３８百万円

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０百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は４億１３百万円

の増加）

これは主に、有形固定資産の売却による収入５０百万円、有形固定資産の取得による支出２１百万円に

よるものであります。

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（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６億４９百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は６億６９

百万円の減少）

これは主に、長期借入金の返済による支出４億４７百万円、配当金の支払額１億９０百万円によるもの

であります。

平成２５年３月期第４四半期につきましては、再生エネルギーの固定価格買取制度の導入に伴い太陽光

発電システム関連製品の受注は増加するものの、当社グループの主力顧客であります電気機器・電子部

品・産業機械業界での生産や設備投資の回復の遅れ等の影響により、売上高、営業利益、経常利益、当期

純利益は当初予想を下回る見込みです。

詳細につきましては、本日（平成２５年２月１３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。

  

（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。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,183,493 3,992,905

受取手形及び売掛金 9,756,739 8,283,162

有価証券 － 499,889

商品 1,661,138 1,526,138

その他 339,472 288,318

貸倒引当金 △972 △824

流動資産合計 15,939,871 14,589,590

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,379,097 2,248,834

土地 4,921,212 4,916,546

その他（純額） 50,843 81,786

有形固定資産合計 7,351,153 7,247,166

無形固定資産 117,250 78,923

投資その他の資産

その他 918,614 923,514

貸倒引当金 △34,902 △48,917

投資その他の資産合計 883,712 874,597

固定資産合計 8,352,117 8,200,688

資産合計 24,291,988 22,790,278

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,364,451 4,495,410

短期借入金 595,236 461,112

未払法人税等 74,450 13,839

賞与引当金 162,596 68,963

役員賞与引当金 15,000 13,500

その他 432,276 371,986

流動負債合計 6,644,010 5,424,810

固定負債

長期借入金 547,039 233,580

退職給付引当金 1,036,747 1,074,678

その他 174,683 203,531

固定負債合計 1,758,470 1,511,789

負債合計 8,402,481 6,936,600
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24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 1,536,122 1,538,568

利益剰余金 12,698,289 12,660,622

自己株式 △194,701 △184,576

株主資本合計 15,858,940 15,833,843

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 34,891 34,602

為替換算調整勘定 △16,870 △14,767

その他の包括利益累計額合計 18,020 19,834

新株予約権 12,546 －

純資産合計 15,889,507 15,853,678

負債純資産合計 24,291,988 22,790,278
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 25,109,396 22,536,746

売上原価 21,188,254 19,149,799

売上総利益 3,921,142 3,386,947

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 252,455 247,091

給料手当及び賞与 1,590,681 1,512,741

法定福利費 222,552 209,561

退職給付費用 85,431 89,614

賃借料 159,148 164,653

減価償却費 155,061 136,177

貸倒引当金繰入額 － 13,319

賞与引当金繰入額 89,192 68,963

役員賞与引当金繰入額 36,751 13,500

退職給付引当金繰入額 46,119 55,763

その他 699,337 667,828

販売費及び一般管理費合計 3,336,731 3,179,214

営業利益 584,410 207,732

営業外収益

受取利息 1,705 1,949

受取配当金 5,541 5,747

仕入割引 138,769 131,914

為替差益 － 1,770

その他 15,906 22,900

営業外収益合計 161,922 164,282

営業外費用

支払利息 17,501 11,217

手形売却損 26,642 18,401

売上割引 11,696 13,727

為替差損 2,977 －

その他 4,934 2,213

営業外費用合計 63,751 45,561

経常利益 682,582 326,453

特別利益

固定資産売却益 221,139 17,688

投資有価証券売却益 6,655 3,793

特別利益合計 227,795 21,482
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(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

特別損失

固定資産売却損 106,881 25,268

固定資産除却損 1,740 23,433

投資有価証券売却損 － 255

投資有価証券評価損 895 221

ゴルフ会員権評価損 － 11,464

特別損失合計 109,517 60,642

税金等調整前四半期純利益 800,860 287,293

法人税、住民税及び事業税 129,353 37,974

法人税等調整額 339,502 96,053

法人税等合計 468,855 134,027

少数株主損益調整前四半期純利益 332,004 153,265

四半期純利益 332,004 153,265
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 332,004 153,265

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △40,827 △288

為替換算調整勘定 △4,389 2,102

その他の包括利益合計 △45,217 1,813

四半期包括利益 286,787 155,079

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 286,787 155,079
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 800,860 287,293

減価償却費 155,061 136,177

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,803 △93,633

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,751 △1,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,027 37,930

貸倒引当金の増減額（△は減少） △838 13,869

受取利息及び受取配当金 △7,246 △7,697

支払利息 17,501 11,217

為替差損益（△は益） 842 △236

投資有価証券評価損益（△は益） 895 221

投資有価証券売却損益（△は益） △6,655 △3,538

有形固定資産売却損益（△は益） △114,258 7,579

有形固定資産除却損 1,740 23,433

ゴルフ会員権評価損 － 11,464

売上債権の増減額（△は増加） △74,955 1,460,569

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,966 134,306

仕入債務の増減額（△は減少） 7,151 △869,488

その他 217,577 45,260

小計 904,686 1,193,230

利息及び配当金の受取額 7,007 7,282

利息の支払額 △17,142 △10,841

法人税等の支払額 △795,307 △238,887

営業活動によるキャッシュ・フロー 99,243 950,783

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 △2,309 △21,968

有形固定資産の売却による収入 439,320 50,865

無形固定資産の取得による支出 △4,700 △8,338

投資有価証券の取得による支出 △29,402 △16,537

投資有価証券の売却による収入 14,026 5,545

敷金及び保証金の差入による支出 △1,872 △5,929

敷金及び保証金の回収による収入 1,443 2,311

定期預金の払戻による収入 15,000 513,000

定期預金の預入による支出 △18,000 △518,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 413,504 947

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △440,169 △447,567

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,644 △10,942

配当金の支払額 △219,512 △190,932

新株予約権の行使による株式の発行による収入 64 24

財務活動によるキャッシュ・フロー △669,261 △649,418

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,345 1,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △160,859 304,302

現金及び現金同等物の期首残高 4,665,781 4,170,493

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,504,921 4,474,795
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当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24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23年４月１日 至 平成23年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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24年４月１日 至 平成24年12月31日)

該当事項はありません。

(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。 

(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）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

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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

前年同期比（％）

ＦＡ機器 9,749,406 △18.3

情報・通信機器 1,733,872 △8.2

電子・デバイス機器 1,620,304 △10.9

電設資材 5,911,100 5.4

合計 19,014,684 △10.5

(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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

前年同期比（％）

ＦＡ機器 11,239,157 △18.4

情報・通信機器 2,109,480 △4.3

電子・デバイス機器 1,930,041 △9.5

電設資材 7,258,066 3.8

合計 22,536,746 △10.2

―12―

スズデン株式会社（7480）平成25年３月期 第３四半期決算短信


