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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 6,765 32.7 106 ─ 184 ─ 73 ─

22年３月期第１四半期 5,098 △46.5 △219 ─ △152 ─ △106 ─

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

23年３月期第１四半期 6 47 ─

22年３月期第１四半期 △9 38 ─

 (2) 財政状態

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

23年３月期第１四半期 26,858 22,830 85.0 2,004 64

22年３月期 26,948 22,924 85.1 2,012 83

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 22,830百万円 22年３月期 22,924百万円

2. 配当の状況

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

22年３月期 ─ 10 00 ─ 10 00 20 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 10 00 ── 10 00 20 00

3. 平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 15,000 38.4 470 ─ 585 ─ 325 ─ 28 54

通期 31,000 25.4 700 ─ 970 392.4 540 497.3 47 41



 

 
（注）「四半期財務諸表作成のための基準となる重要な事項の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会

計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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いませ

ん。 

  

・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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

（注）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の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 23年３月期１Ｑ 11,399,237株 22年３月期 11,399,237株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 10,159株 22年３月期 10,054株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 11,389,136株 22年３月期１Ｑ 11,389,341株

(※ 四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第１四半期におけるわが国の経済状況は、政府の経済政策や中国などを中心としたアジア地域を牽

引役として輸出関連業種に回復傾向が見受けられるものの、実体経済は力強さに欠け、設備投資の抑制

や雇用環境の悪化、急激な為替変動などにともない停滞感が依然として漂い、斑模様でまだまだ先の見

通しや予測がつきにくく、景気回復の実感をつかめない状況にて推移いたしました。 

 機械工具販売業界におきましても、特に依存度の高い自動車、電機・電子部品業種において、エコ対

象車種での需要増や在庫調整の一巡により稼働率が上昇、輸出関連業種に外需依存ではありますが回復

傾向が顕著となってきています。ただ住宅建築関連分野や内需関連産業全般においては依然としてデフ

レ傾向が続いており、結果として当社を取り巻く環境は回復基調ではあるものの、依然として景気の本

格回復への糸口が掴めてなく予測がつかない厳しい状況にて推移いたしました。 

 このような状況のもと当社といたしまして、経営努力を積み重ね、当第１四半期会計期間におきまし

ては、売上高67億65百万円（前年同期比32.7%増）、経常利益１億84百万円、四半期純利益73百万円と

なりました。 

  

 
  

当第１四半期会計期間末の総資産は268億58百万円となり、前事業年度末に比べ89百万円減少しまし

た。これは主に有価証券が５億円減少する一方、現金及び預金が３億42百万円、商品が１億円増加した

ためであります。負債は40億27百万円となり、前事業年度末に比べ３百万円増加しました。これは未払

費用が１億13百万円増加する一方、買掛金が１億30百万円減少したためであります。また、純資産は

228億30百万円となり、前事業年度末に比べ93百万円減少しております。 

 当第１四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、以下に記載のキャ

ッシュ・フローにより75億42百万円となり、前事業年度末に比べ１億57百万円減少しました。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

①経営成績の状況

②商品別売上状況

（単位：百万円）

当 第 １ 四 半 期 前 第 １ 四 半 期
増減

自 平成22年４月１日 自 平成21年４月１日

至 平成22年６月30日 至 平成21年６月30日 (△印減)

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額

% %

測 定 器 具 2,517 37.2 1,800 35.3 717

工 作 用 器 具 858 12.7 608 11.9 249

機 械 工 具 1,588 23.5 1,200 23.6 387

空圧・油圧器具 1,277 18.9 976 19.2 300

そ  の  他 523 7.7 511 10.0 12

 合   計 6,765 100.0 5,098 100.0 1,666

(2) 財政状態に関する定性的情報

杉本商事㈱(9932)平成23年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

-2-



(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32百万円となりました。これらは主に、税引前四半期純利益１億57百

万円、未払金及び未払費用の増額１億13百万円の収入に対し、棚卸資産の増加１億、仕入債務の減少１

億30百万円の支出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87百万円であります。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１億２百万円となりました。これは配当金の支払に支出したためでありま

す。 

  

当第１四半期の業績は概ね計画通りに推移しており、平成22年４月30日に公表しました第２四半期累

計期間及び通期の業績予想から修正はありません。 

 上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業

績は今後様々な要因において予想値と異なる場合があります。 

  

  

(3) 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。 

  

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３
月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年
３月31日）を適用しております。 
 これによる、営業利益 経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,542,372 6,199,699

受取手形及び売掛金 8,398,351 8,347,839

有価証券 1,000,000 1,500,000

商品 2,071,843 1,971,404

繰延税金資産 145,493 192,400

その他 102,896 81,212

貸倒引当金 △17,950 △17,834

流動資産合計 18,243,006 18,274,722

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,111,793 2,145,122

構築物（純額） 48,291 50,938

車両運搬具（純額） 66,054 60,272

工具、器具及び備品（純額） 81,743 74,626

土地 4,978,804 4,978,804

建設仮勘定 7,577 7,577

有形固定資産合計 7,294,264 7,317,342

無形固定資産   

ソフトウエア 12,360 9,013

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 43,972 40,624

投資その他の資産   

投資有価証券 955,886 1,045,076

関係会社株式 15,400 15,400

繰延税金資産 63,050 20,778

差入保証金 172,121 165,935

その他 97,568 95,106

貸倒引当金 △26,306 △26,307

投資その他の資産合計 1,277,719 1,315,989

固定資産合計 8,615,956 8,673,956

資産合計 26,858,963 26,948,678
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,754,636 2,885,533

未払金 100,413 138,555

未払費用 399,062 285,968

未払法人税等 46,400 34,800

未払消費税等 31,665 13,866

預り金 21,702 19,715

従業員預り金 242,147 238,322

その他 23,572 9,575

流動負債合計 3,619,600 3,626,337

固定負債   

退職給付引当金 220,023 214,941

長期未払金 158,237 158,237

長期預り保証金 23,116 24,666

資産除去債務 7,000 －

固定負債合計 408,377 397,845

負債合計 4,027,978 4,024,182

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 17,630,921 17,671,130

自己株式 △7,719 △7,628

株主資本合計 22,734,417 22,774,717

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 96,567 149,778

評価・換算差額等合計 96,567 149,778

純資産合計 22,830,985 22,924,495

負債純資産合計 26,858,963 26,948,678
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,098,114 6,765,094

売上原価 4,224,309 5,623,553

売上総利益 873,804 1,141,540

販売費及び一般管理費 1,092,967 1,035,160

営業利益又は営業損失（△） △219,163 106,379

営業外収益   

受取利息 2,268 2,323

受取配当金 104 485

仕入割引 44,305 64,795

不動産賃貸料 16,450 16,820

その他 11,582 5,927

営業外収益合計 74,712 90,352

営業外費用   

支払利息 49 394

売上割引 8,374 11,588

その他 － 590

営業外費用合計 8,423 12,573

経常利益又は経常損失（△） △152,873 184,158

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,153 0

特別利益合計 3,153 0

特別損失   

固定資産除売却損 17,972 20,133

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,000

特別損失合計 17,972 27,133

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △167,693 157,026

法人税、住民税及び事業税 12,321 42,278

法人税等調整額 △73,161 41,065

法人税等合計 △60,840 83,343

四半期純利益又は四半期純損失（△） △106,852 73,682
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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又は税引前四半期純損失
（△）

△167,693 157,026

減価償却費 63,839 59,320

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,872 5,081

受取利息及び受取配当金 △2,373 △2,808

支払利息 49 394

有形固定資産売却損益（△は益） 17,972 20,133

売上債権の増減額（△は増加） 2,419,253 △50,397

たな卸資産の増減額（△は増加） 171,859 △100,439

仕入債務の増減額（△は減少） △102,389 △130,896

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 181,523 113,381

その他 △322,134 △25,864

小計 2,282,779 44,931

法人税等の支払額 △162,121 △23,778

その他の収入 10,472 11,571

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,131,131 32,724

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 △85,817 △77,600

その他 29,437 △9,575

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,379 △87,175

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △102,111 △102,875

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,111 △102,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,972,640 △157,327

現金及び現金同等物の期首残高 6,102,179 7,699,699

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,074,819 7,542,372
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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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