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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第2四半期 19,285 ― 825 ― 1,042 ― 499 ―

20年3月期第2四半期 19,712 △3.4 969 △19.9 1,197 △16.6 681 △18.2

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

21年3月期第2四半期 43.85 ―

20年3月期第2四半期 59.81 ―

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

21年3月期第2四半期 29,093 23,216 79.8 2,038.39
20年3月期 29,659 23,001 77.6 2,019.59

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  23,216百万円 20年3月期  23,001百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 45.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 38,200 △7.9 1,650 △28.0 2,100 △23.7 1,155 △26.0 101.41

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  11,399,237株 20年3月期  11,399,237株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  9,775株 20年3月期  9,775株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  11,389,462株 20年3月期第2四半期  11,389,736株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．本資料に掲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。平成21年３月期の業績予想に関する事項につきましては、３ページ及び本日平成20年10月31日公表の「業績予想
の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済状況は、米国発のサブプライムローン問題による不安定要
因が引き続く中、原油価格の一段の高騰や穀物価格の上昇による消費財の値上げ・国内外の円高株安傾向
などによる懸念材料が顕著化し、さらには住宅関連の停滞などの影響により、好調な輸出関連企業や製造
業を中心とした底堅い設備投資にも陰りが見受けられ、停滞感がより一層高まり幾分減速感が感じられる
ような環境にて推移いたしました。 
 機械工具販売業界におきましては、好調だったデジタル家電やＩＴ関連業界にも設備投資の抑制が見受
けられる状況となりました。また、大口需要先である自動車産業においても販売台数低迷により国内関連
の設備投資に停滞感が見受けられます。さらに、住宅建築関連分野の低迷も続いており、結果として産業
界全般に停滞感や一部には減速感が感じられ、売上の拡大という状況ではなく、厳しい経営環境の中、減
少をいかに手堅くとどめるかという状況にて推移いたしました。 
 このような景況のもと、当社といたしましては、新規ユーザーの開拓を行うとともに、顧客の新たなニ
ーズに対応できる体制作りに努力を重ね、顧客満足度の向上・顧客貢献を念頭においた営業活動と組織作
りを進めてまいりました。当第２四半期におきましては、淡路営業所の新築、長野営業所・四国営業所の
用地取得を行い新築の着工、名古屋営業所の増設用地取得を行ってまいりました。 
 しかしながら全般的に受注低迷は避けられず、当第２四半期累計期間においては売上高192億85百万
円、経常利益10億42百万円、四半期純利益４億99百万円となりました。 
  

 
  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

①経営成績の状況

②部門別売上状況

（単位：百万円）

当 第 ２ 四 半 期 前 第 ２ 四 半 期
増減

自 平成20年４月１日 自 平成19年４月１日

至 平成20年９月30日 至 平成19年９月30日 (△印減)

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額

% %

測 定 器 具 7,158 37.1 7,289 37.0 △ 131

工 作 用 器 具 3,102 16.1 3,189 16.2 △ 86

機 械 工 具 4,266 22.1 4,479 22.7 △ 213

空圧・油圧器具 3,275 17.0 3,277 16.6 △ 1

そ  の  他 1,481 7.7 1,475 7.5 5

 合   計 19,285 100.0 19,712 100.0 △ 426
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当第２四半期会計期間末の総資産は290億93百万円となり、前事業年度末に比べ５億65百万円減少しま
した。これは主に商品が１億５百万円、土地が３億67百万円、建物が91百万円増加する一方、受取手形及
び売掛金が18億49百万円減少したためであります。負債は58億77百万円となり、前事業年度末に比べ７億
80百万円減少しました。これは支払手形及び買掛金が５億73百万円、未払法人税等が２億46百万円減少し
たためであります。また、純資産は232億16百万円となり、前事業年度末に比べ２億14百万円増加してお
ります。 
 当第２四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前四半期純利益９億２百
万円を計上、一部は有形固定資産の取得や法人税等の支払いにより相殺されましたが、６億１百万円増加
し48億29百万円となりました。 
 
当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローは下記のとおりであります。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果得られた資金は15億47百万円となりました。これらは主に、税引前四半期純利益９億２
百万円、売上債権の減少18億48百万円の収入に対し、法人税等の支払い６億99百万円、仕入債務の減少５
億73百万円、棚卸資産の増加１億５百万円の支払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） 
 投資活動に使用した資金は６億61百万円となりました。これらは主に、有形固定資産の取得による支出
であります。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動に使用した資金は２億84百万円となりました。これは配当金の支払に支出したためでありま
す。 
  

米国サブプライムローン問題による不安定要因が引き続く中、国内外の円高株安傾向が顕著化し、設備
投資にも陰りが見受けられ、予断の許さない状況にあります。このことから当社の下期の業績につきまし
ても、上半期以上に苦戦が予想されます。以上により通期の業績予想につきましては、平成20年４月30日
公表の予想より下方修正を行い、売上高382億円(前期比7.9%減)、経常利益21億円(前期比23.7%減)、当期
純利益11億55百万円(前期比26.0%減)を見込んでおります。 
  

該当事項はありません。 
  

  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務 
  諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。ま 
  た、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 
 ②当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成18年７月５日 
  企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による  
  簿価切下げの方法)に変更しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 4,829,774 4,228,034

受取手形及び売掛金 12,511,867 14,361,271

商品 2,659,150 2,553,232

繰延税金資産 182,418 204,101

その他 119,928 76,634

貸倒引当金 △11,440 △11,672

流動資産合計 20,291,699 21,411,601

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,178,903 2,087,586

構築物（純額） 53,598 54,537

車両運搬具（純額） 91,505 89,107

工具、器具及び備品（純額） 69,503 76,137

土地 4,857,010 4,489,972

建設仮勘定 62,441 43,178

有形固定資産合計 7,312,963 6,840,520

無形固定資産

ソフトウエア 13,514 16,645

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 45,126 48,257

投資その他の資産

投資有価証券 1,004,481 1,042,966

繰延税金資産 246,528 171,427

差入保証金 174,016 141,797

その他 61,099 43,310

貸倒引当金 △42,305 △40,378

投資その他の資産合計 1,443,820 1,359,122

固定資産合計 8,801,909 8,247,900

資産合計 29,093,609 29,659,502
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¶表後に挿入された段落 
  

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,847,670 4,421,068

未払金 104,541 141,696

未払費用 426,037 432,069

未払法人税等 480,200 726,500

未払消費税等 21,833 45,313

預り金 18,368 17,067

従業員預り金 250,986 250,397

その他 22,033 15,956

流動負債合計 5,171,671 6,050,068

固定負債

退職給付引当金 61,472 42,232

役員退職慰労引当金 － 540,638

長期未払金 619,807 －

長期預り保証金 24,466 24,566

固定負債合計 705,746 607,437

負債合計 5,877,417 6,657,505

純資産の部

株主資本

資本金 2,597,406 2,597,406

資本剰余金 2,513,808 2,513,808

利益剰余金 17,933,680 17,719,008

自己株式 △7,372 △7,372

株主資本合計 23,037,523 22,822,851

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 178,668 179,145

評価・換算差額等合計 178,668 179,145

純資産合計 23,216,191 23,001,996

負債純資産合計 29,093,609 29,659,502
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

売上高 19,285,921

売上原価 16,033,760

売上総利益 3,252,161

販売費及び一般管理費 2,426,639

営業利益 825,521

営業外収益

受取利息 2,247

受取配当金 8,346

仕入割引 202,938

その他 41,922

営業外収益合計 255,455

営業外費用

支払利息 1,362

売上割引 36,493

その他 523

営業外費用合計 38,380

経常利益 1,042,596

特別利益

固定資産売却益 365

貸倒引当金戻入額 1,816

特別利益合計 2,182

特別損失

固定資産除売却損 9,675

投資有価証券評価損 48,676

役員退職慰労金 82,000

その他 1,890

特別損失合計 142,242

税引前四半期純利益 902,536

法人税、住民税及び事業税 456,220

法人税等調整額 △53,092

法人税等合計 403,128

四半期純利益 499,408

杉本商事㈱(9932)平成21年３月期　第２四半期決算短信

6



【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 9,758,280

売上原価 8,105,540

売上総利益 1,652,739

販売費及び一般管理費 1,201,777

営業利益 450,962

営業外収益

受取利息 1,322

受取配当金 7,759

仕入割引 99,858

その他 20,438

営業外収益合計 129,379

営業外費用

支払利息 1,270

売上割引 17,216

その他 486

営業外費用合計 18,973

経常利益 561,368

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,816

特別利益合計 1,816

特別損失

固定資産除売却損 9,010

投資有価証券評価損 48,676

その他 900

特別損失合計 58,586

税引前四半期純利益 504,598

法人税、住民税及び事業税 351,049

法人税等調整額 △127,586

法人税等合計 223,463

四半期純利益 281,135
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 902,536

減価償却費 123,636

受取利息及び受取配当金 △10,594

支払利息 1,362

固定資産除売却損益（△は益） 9,310

売上債権の増減額（△は増加） 1,848,943

たな卸資産の増減額（△は増加） △105,917

仕入債務の増減額（△は減少） △573,398

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △62,328

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,239

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △540,638

その他 618,433

小計 2,230,586

法人税等の支払額 △699,320

その他の収入 15,882

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,547,148

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 △604,045

その他 △57,286

投資活動によるキャッシュ・フロー △661,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △284,076

財務活動によるキャッシュ・フロー △284,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 601,740

現金及び現金同等物の期首残高 4,228,034

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,829,774
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 
  

該当事項なし 
  

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考」

前中間期に係る財務諸表等

(1)（要約）中間損益計算書

（単位：百万円）

 科 目

前中間会計期間

自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日

金  額

Ⅰ 売 上 高 19,712

Ⅱ 売 上 原 価 16,382

 売上総利益 3,329

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,359

 営業利益 969

Ⅳ 営 業 外 収 益 275

受取利息・受取配当金 10

仕入割引 208

その他 56

Ⅴ 営 業 外 費 用 48

支払利息 1

売上割引 38

その他 9

 経常利益 1,197

Ⅵ 特  別  利  益 42

Ⅶ 特  別  損  失 38

 税引前中間純利益 1,201

 法人税、住民税及び事業税 498

 法人税等調整額 21

 中間純利益 681
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(2)（要約）中間キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科            目

前中間会計期間

自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 1,201

減価償却費 118

売上債権の減少額 1,107

商品の減少額 42

仕入債務の減少額 △ 532

役員退職慰労引当金の増加額 9

その他 △ 91

小          計 1,855

法人税等の支払額 △ 776

その他 12

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,091

Ⅱ 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 △ 469

その他 △ 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 495

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △ 283

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 283

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 312

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,821

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,134
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