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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年3月21日～平成21年12月20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 ％

22年3月期第3四半期 3,166 ― △147 ― △111 ― △167 ―

21年3月期第3四半期 5,120 △8.8 14 △88.2 69 △64.3 △16 ―

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

22年3月期第3四半期 △36.15 ―

21年3月期第3四半期 △3.59 ―

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

22年3月期第3四半期 3,402 2,349 69.1 506.84
21年3月期 4,233 2,653 62.7 572.26

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,349百万円 21年3月期  2,653百万円

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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 5.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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  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 4,600 △28.9 △160 ― △110 ― △150 ― △32.35
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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  有  
（注）詳細は、４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、４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） 22年3月期第3四半期 4,680,000株 21年3月期  4,680,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  43,836株 21年3月期  43,836株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 4,636,164株 21年3月期第3四半期 4,635,364株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・本業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。今後の経済状況等の変化により、実際の業績は見通しと異な
る可能性があります。 
・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３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響を受けた景気の急速な悪化にも底打ちの兆

しが見られるものの、急速な円高の進行や株式市場の低迷、政権交代による政策見直しの影響なども加わり、企業収

益環境としては予測が付かない厳しい状況で推移しました。 

 当機械工具業界におきましても、在庫調整が一巡した電子部品業界やエコ減税効果での自動車業界など一部地域や

一部業種で若干持ち直しの動きがみられるものの、全体的には依然として顕著な回復に至らない状況にあります。特

に、企業業績悪化に伴う設備投資抑制から、工作機械分野の需要環境としても極端に厳しいものがありまいた。 

 このような中にあり当社としては、総力を挙げて各種施策に取組み売上高確保を目指すと共に、固定費を中心に経

費の削減を徹底するなど、収益性改善に注力してまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は3,166百万円となりました。利益面では、経費の削減効果も売上高の

減少を補うまでには至らず、営業損失147百万円、経常損失111百万円となり、四半期純損失は167百万円となりまし

た。  

  

（1）資産、負債および純資産の状況 

① 資産 

 当第３四半期会計期間末における総資産は、3,402百万円となり前事業年度末に比べ、831百万円減少しまし

た。この主な要因は、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が422百万円減少したこと現金及び預金が324百

万円減少したこと等であります。 

② 負債 

 当第３四半期会計期間末における負債合計は、1,052百万円となり前事業年度末に比べ、528百万円減少しま

した。主な要因は、仕入高の減少に伴う支払手形及び買掛金が457百万円減少したこと等であります。 

③ 純資産 

 当第３四半期会計期間末における純資産は、2,349百万円となり前事業年度末に比べ、303百万円減少しまし

た。主な要因は、剰余金の配当46百万円及び四半期純損失の計上167百万円により、利益剰余金が213百万円減

少したことと、その他有価証券評価差額金が89百万円減少したことであります。 

 なお、当第３四半期会計期間末における自己資本比率は69.1％となり、前事業年度末に比べ6.4ポイント上

昇しております。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会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、前事業年度末にくら

べ324百万円減少し425百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における営業活動の結果使用した資金は、161百万円となりました。これは主に、売

上債権の減少額416百万円の増加要因となったものの、一方で税引前四半期純損失の計上124百万円及び仕入債

務の減少額452百万円の支出要因があったこと等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、112百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出111

百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、49百万円となりました。これは、配当金の支出額46百万円とファイナン

ス・リース債務の返済による支出３百万円であります。  

 通期業績予想につきましては、工作機械受注の動きが此処に至って見られることから、第４四半期の業績はやや回

復と予測していますので、平成21年10月21日に公表した業績予想から修正は行っておりません。   

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

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
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① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

場合には、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定する方法によっております。  

② 棚卸資産の評価方法  

 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。  

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 425,585 749,824

受取手形及び売掛金 1,602,399 2,025,179

有価証券 100,027 －

商品 152,155 185,326

その他 28,184 57,298

貸倒引当金 △2,100 △1,470

流動資産合計 2,306,254 3,016,159

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 137,693 153,897

土地 269,006 269,006

その他（純額） 5,168 6,957

有形固定資産合計 411,867 429,861

無形固定資産 12,835 15,993

投資その他の資産   

投資有価証券 550,040 599,612

その他 132,478 177,818

貸倒引当金 △11,285 △5,918

投資その他の資産合計 671,233 771,512

固定資産合計 1,095,936 1,217,367

資産合計 3,402,190 4,233,527

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 855,151 1,312,452

未払法人税等 3,709 7,003

賞与引当金 1,200 15,100

その他 85,827 76,753

流動負債合計 945,888 1,411,308

固定負債   

退職給付引当金 55,207 83,088

役員退職慰労引当金 38,875 76,700

その他 12,411 9,339

固定負債合計 106,493 169,128

負債合計 1,052,382 1,580,436

㈱植松商会（9914）平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）

－5－



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,550 1,017,550

資本剰余金 1,174,661 1,174,661

利益剰余金 299,317 513,254

自己株式 △6,755 △6,755

株主資本合計 2,484,773 2,698,710

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △134,965 △45,619

評価・換算差額等合計 △134,965 △45,619

純資産合計 2,349,807 2,653,091

負債純資産合計 3,402,190 4,233,527
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 3,166,669

売上原価 2,725,759

売上総利益 440,909

販売費及び一般管理費 588,842

営業損失（△） △147,932

営業外収益  

仕入割引 26,733

その他 10,718

営業外収益合計 37,452

営業外費用  

支払利息 1,268

その他 75

営業外費用合計 1,344

経常損失（△） △111,825

特別損失  

固定資産除却損 28

投資有価証券評価損 2,446

減損損失 9,933

特別損失合計 12,408

税引前四半期純損失（△） △124,233

法人税、住民税及び事業税 6,698

法人税等調整額 36,643

法人税等合計 43,342

四半期純損失（△） △167,575
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △124,233

減価償却費 11,190

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,881

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,825

投資有価証券評価損益（△は益） 2,446

減損損失 9,933

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,411

受取利息及び受取配当金 △8,951

支払利息 1,268

固定資産除却損 28

売上債権の増減額（△は増加） 416,459

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,170

仕入債務の増減額（△は減少） △452,071

その他 22,824

小計 △161,127

利息及び配当金の受取額 9,264

利息の支払額 △1,268

法人税等の支払額 △8,852

営業活動によるキャッシュ・フロー △161,985

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △111,110

貸付けによる支出 △9,100

貸付金の回収による収入 7,463

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,746

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △46,361

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,146

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △324,240

現金及び現金同等物の期首残高 749,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 425,005

㈱植松商会（9914）平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）

－8－



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年３月21日～12月20日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  5,120,858

Ⅱ 売上原価  4,397,732

売上総利益  723,126

Ⅲ 販売費及び一般管理費  708,477

営業利益  14,648

Ⅳ 営業外収益  57,278

Ⅴ 営業外費用  2,093

経常利益  69,834

Ⅵ 特別利益  250

Ⅶ 特別損失  81,295

税引前四半期純損失（△） △11,210

法人税等  28,158

法人税等調整額  △22,732

四半期純損失（△） △16,635
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前第３四半期累計期間（平成20年３月21日～12月20日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純損失  △11,210

減価償却費   11,927

賞与引当金の減少額  △18,200

役員賞与引当金の減少額  △3,250

退職給付引当金の増加額   7,338

役員退職慰労引当金の増加額   75,003

貸倒引当金の減少額  △250

受取利息及び受取配当金  △9,351

売上債権の減少額   475,247

たな卸資産の増加額  △43,024

仕入債務の減少額  △247,356

その他   29,928

小計  266,801

利息及び配当金の受取額  14,422

利息の支払額  △669

法人税等の支払額  △106,464

営業活動によるキャッシュ・フロー  174,090

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  △65,856

投資有価証券の取得による支出  △139,877

その他   21,374

投資活動によるキャッシュ・フロー △184,359

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の売却による収入   149

ファイナンス・リース債務の返済によ
る支出  

△2,969

配当金の支出額  △57,942

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,761

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △71,029

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  465,930

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  394,901
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