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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年3月21日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 2,869 35.7 11 ― 36 ― 32 ―

22年3月期第2四半期 2,113 ― △109 ― △82 ― △119 ―

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2四半期 7.00 ―

22年3月期第2四半期 △25.85 ―

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2四半期 3,660 2,302 62.9 496.65
22年3月期 3,660 2,290 62.6 494.13

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,302百万円 22年3月期  2,290百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 2.50 2.50

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 5,640 27.4 7 ― 65 ― 56 ― 12.19



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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 

（注）「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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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2Q  4,680,000株 22年3月期  4,680,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  43,836株 22年3月期  43,836株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  4,636,164株 22年3月期2Q  4,636,164株

※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ますが、この四半期決算短信開示時点において、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す。 

※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。なお、業績予想の詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、アジア諸国を中心とした新興国の高い経済成長を背景に輸出が堅

調に推移したほか、エコカー減税などの政府の景気刺激策もあり緩やかな回復が続きましたが、デフレ経済の進行

や米国経済の減速懸念からの円高、雇用環境の悪化などの不安材料も多く、景気回復の実感がないまま推移しまし

た。 

 当機械工具業界におきましては、自動車・家電・電子部品産業はエコカー減税や家電エコポイントによる消費刺

激や在庫調整の一巡により生産活動の持ち直しがみられましたものの、先行きに対する不透明感から企業の設備投

資には、引き続き慎重な姿勢が続いてきております。 

 このような環境下にあって当社は、環境変化に即応すべく店舗の新設や統廃合により拠点の効率化を進めるとと

もに、提案営業による全社的な新規ユーザーの発掘に引き続き努めてまいりました。 

 この結果、第２四半期累計期間の売上高につきましては、2,869百万円（前年同期比35.7％増）となりました。

 取扱商品別売上高は、産機1,423百万円（前年同期比54.0％増）、工具681百万円（前年同期比46.9％増）、伝動

機器313百万円（前年同期比30.1％増）、機械175百万円（前年同期比37.3％減）、その他275百万円（前年同期比

34.5％増）となりました。 

 一方、利益につきましては、徹底した経費削減策の実行等により、営業利益は11百万円（前年同期は営業損失

109百万円）、経常利益36百万円（前年同期は経常損失82百万円）、四半期純利益32百万円（前年同期は四半期純

損失119百万円）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債および純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、3,660百万円となり前事業年度末に比べ、増減はありません

でした。この主な要因は、売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金の増加などにより流動資産合計で78百万

円増加しましたが、一方、投資有価証券の減少などにより固定資産合計が78百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は、1,358百万円となり前事業年度末に比べ、11百万円減少い

たしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が28百万円減少したこと等であります。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産は、2,302百万円となり前事業年度末に比べ、11百万円増加しま

した。主な要因は、四半期純利益の計上32百万円により利益剰余金が20百万円増加したものであります。 

 なお、当第２四半期会計期間末における自己資本比率は62.9％となり、事業年度末に比べ0.3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２四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、前事業年度末に比

べ103百万円減少し404百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、151百万円（前年同期比19.7％増）となりました。これは主に、税引前

四半期純利益36百万円を計上しましたものの、売上債権の増加額214百万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） 

 投資活動の結果得られた資金は、61百万円（前年同期109百万円の使用）となりました。これは主に、有

価証券の償還による収入100百万円と投資有価証券の取得による支出36百万円等であります。 

（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、13百万円（前年同期比72.3％減）となりました。これは、配当金の支払

11百万円とファイナンス・リース債務の返済による支出２百万円であります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年10月20日に第２四半期累計期間の業績予想についての修正を発表しましたが、通期業績予想については

変更いたしておりません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四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 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。 

③ 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、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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報

㈱植松商会（9914）平成23年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－3－



３．四半期財務諸表 
（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22年９月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 404,722 507,918

受取手形及び売掛金 2,003,000 1,791,976

有価証券 100,068 100,013

商品 161,186 185,623

その他 19,132 22,762

貸倒引当金 △3,330 △2,180

流動資産合計 2,684,780 2,606,116

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 110,287 112,670

土地 252,460 252,460

その他（純額） 7,459 4,683

有形固定資産合計 370,206 369,814

無形固定資産 9,676 11,782

投資その他の資産   

投資有価証券 497,407 570,483

その他 112,761 113,563

貸倒引当金 △13,961 △10,955

投資その他の資産合計 596,206 673,091

固定資産合計 976,090 1,054,688

資産合計 3,660,870 3,660,804

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,131,793 1,160,423

未払法人税等 7,798 7,286

賞与引当金 12,900 6,500

役員賞与引当金 2,700 －

その他 95,821 80,150

流動負債合計 1,251,012 1,254,360

固定負債   

退職給付引当金 55,943 63,894

役員退職慰労引当金 42,050 40,100

その他 9,295 11,588

固定負債合計 107,289 115,583

負債合計 1,358,302 1,369,944
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 243,132 222,284

自己株式 △6,755 △6,755

株主資本合計 2,428,588 2,407,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △126,020 △116,880

評価・換算差額等合計 △126,020 △116,880

純資産合計 2,302,568 2,290,860

負債純資産合計 3,660,870 3,660,804
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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）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 2,113,989 2,869,225

売上原価 1,821,336 2,474,803

売上総利益 292,653 394,422

販売費及び一般管理費 401,761 382,794

営業利益又は営業損失（△） △109,107 11,628

営業外収益   

仕入割引 19,751 19,510

その他 7,058 7,343

営業外収益合計 26,810 26,853

営業外費用   

支払利息 343 1,644

その他 49 187

営業外費用合計 393 1,832

経常利益又は経常損失（△） △82,690 36,648

特別損失   

固定資産除却損 28 －

投資有価証券評価損 2,364 －

減損損失 9,933 －

特別損失合計 12,325 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △95,016 36,648

法人税、住民税及び事業税 4,542 4,210

法人税等調整額 20,297 －

法人税等合計 24,839 4,210

四半期純利益又は四半期純損失（△） △119,856 32,438
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 1,133,045 1,446,264

売上原価 982,682 1,238,630

売上総利益 150,362 207,634

販売費及び一般管理費 204,235 192,528

営業利益又は営業損失（△） △53,873 15,105

営業外収益   

仕入割引 9,301 9,604

その他 5,672 5,255

営業外収益合計 14,973 14,859

営業外費用   

支払利息 164 809

その他 22 106

営業外費用合計 186 915

経常利益又は経常損失（△） △39,086 29,049

特別損失   

投資有価証券評価損 2,364 －

減損損失 9,933 －

特別損失合計 12,297 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △51,383 29,049

法人税、住民税及び事業税 2,380 1,797

法人税等調整額 25,786 －

法人税等合計 28,166 1,797

四半期純利益又は四半期純損失（△） △79,550 27,252
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△95,016 36,648

減価償却費 7,516 6,310

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,300 6,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 2,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,803 △7,951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39,050 1,950

投資有価証券評価損益（△は益） 2,364 －

減損損失 9,933 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,311 4,156

受取利息及び受取配当金 △5,793 △5,789

支払利息 343 1,644

固定資産除却損 28 －

売上債権の増減額（△は増加） 489,675 △214,487

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,335 24,437

仕入債務の増減額（△は減少） △563,272 △28,624

その他 42,850 24,335

小計 △126,877 △148,269

利息及び配当金の受取額 5,311 3,350

利息の支払額 △343 △1,644

法人税等の支払額 △4,379 △4,662

営業活動によるキャッシュ・フロー △126,288 △151,225

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 － △1,018

投資有価証券の取得による支出 △107,969 △36,169

貸付けによる支出 △5,400 △3,080

貸付金の回収による収入 3,435 2,203

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,933 61,935

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △46,361 △11,590

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,082 △2,317

財務活動によるキャッシュ・フロー △48,444 △13,907

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △284,666 △103,197

現金及び現金同等物の期首残高 749,246 507,338

現金及び現金同等物の四半期末残高 464,579 404,141
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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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