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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 21,656 21.9 632 ― 879 813.4 438 853.3
22年3月期第3四半期 17,767 △37.4 △103 ― 96 △93.8 45 △94.1

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3四半期 38.47 ―
22年3月期第3四半期 4.04 ―

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3四半期 27,875 23,119 82.9 2,030.00
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3四半期  23,119百万円 22年3月期  22,924百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 10.00 ―
23年3月期 

（予想）
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、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 28,500 15.3 450 ― 750 280.7 320 253.9 28.10



(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 

（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.４「その他」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  10,210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3Q 11,389,027株 22年3月期3Q 11,389,305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きの対象外であり、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きは終了していません。 

※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。 
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①経営成績の状況  

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済状況は、中国やインドなどを中心としたアジア地域にお

いての経済成長を牽引役として輸出関連業種を中心に景気回復の継続傾向が見受けられるものの、内需

関連業種においてはデフレ懸念から設備投資の本格拡大には至っておりません。また政府の経済施策の

一服感もあり、雇用環境の改善までには至らず、急激な為替変動などの不安要素も依然として潜在して

います。このように斑模様でまだまだ予測がつきにくい状況でありながらも、一時の踊り場的な状況か

ら先々の明るさを感じながら景気上昇への期待感を持てる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は、特に依存度の高い自動車関連業界でのエコ対象車種を中心とした

需要増による稼働率上昇が一巡、先行きに不安が感じられるものの、電機・電子部品業種においての需

要増による上昇、外需依存の輸出関連業種にも回復傾向が顕著となってきています。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、為替変動リスクもあり、すべての

製造業種において不安感や警戒感が取り除かれた状況ではありません。結果として当社を取り巻く環境

は回復基調を引き続き維持してはいるものの、景気の本格回復への力強い足取り状況ではなく、予断を

許さな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３四半期累計期間において売

上高216億56百万円（前年同期比21.9%増）、経常利益８億79百万円（前年同期比813.4%増）、四半期純

利益４億38百万円（前年同期比853.3%増）となりました。  

  

②商品別売上状況 

 
  

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

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 前第３四半期累計期間
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12月31日 至 平成21年12月31日 (△印減)

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額

% %

測 定 器 具 7,870 36.3 6,157 34.7 1,713

工 作 用 器 具 2,689 12.4 2,134 12.0 554

機 械 工 具 5,188 24.0 4,091 23.0 1,097

空圧・油圧器具 4,107 19.0 3,267 18.4 840

そ  の  他 1,800 8.3 2,116 11.9 △315

 合   計 21,656 100.00 17,767 100.0 3,889
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当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて９億26百万円増加し278億75百万円とな

りました。これは主に有価証券が５億円、建物が１億５百万円減少する一方、現金及び預金が２億28百

万円、受取手形及び売掛金が９億16百万円、建設仮勘定が４億56百万円増加したためであります。負債

は47億55百万円となり、前事業年度末に比べて７億31百万円増加しました。これは主に買掛金が４億40

百万円、未払法人税等が２億59百万円増加する一方、未払費用が１億３百万円減少したためでありま

す。また、純資産は231億19百万円となり、前事業年度末に比べて１億95百万円増加しております。 

 当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「現金」という。)は、以下に記載のキャ

ッシュ・フローにより74億27百万円となり、前事業年度末に比べ２億71百万円減少しました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は５億13百万円（前年同四半期は26億36百万円の収入）となりました。

これらは主に、税引前四半期純利益８億28百万円、仕入債務の増加４億40百万円の収入に対し、売上債

権の増加９億14百万円、たな卸資産の増加64百万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５億58百万円（前年同四半期は３億90百万円の使用）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２億26百万円（前年同四半期は２億13百万円の使用）となりました。これ

は配当金の支払によるものであります。 

  

平成22年10月20日に公表しました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。 

  

(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

杉本商事㈱(9932)平成23年３月期　第３四半期決算短信(非連結)

-3-



該当事項はありません。 

  

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、当第３四半期累計期間の営業利益、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。 

  

  

  

  

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
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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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 6,427,819 6,199,699

受取手形及び売掛金 9,264,519 8,347,839

有価証券 1,000,000 1,500,000

商品 2,036,104 1,971,404

繰延税金資産 74,298 192,400

その他 76,177 81,212

貸倒引当金 △19,746 △17,834

流動資産合計 18,859,172 18,274,722

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,039,227 2,145,122

構築物（純額） 43,189 50,938

車両運搬具（純額） 52,208 60,272

工具、器具及び備品（純額） 86,670 74,626

土地 4,978,804 4,978,804

建設仮勘定 463,858 7,577

有形固定資産合計 7,663,958 7,317,342

無形固定資産   

ソフトウエア 11,017 9,013

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 42,628 40,624

投資その他の資産   

投資有価証券 1,021,321 1,045,076

関係会社株式 15,400 15,400

繰延税金資産 46,256 20,778

差入保証金 162,114 165,935

その他 94,748 95,106

貸倒引当金 △30,183 △26,307

投資その他の資産合計 1,309,657 1,315,989

固定資産合計 9,016,245 8,673,956

資産合計 27,875,418 26,948,678
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 3,325,737 2,885,533

未払金 168,567 138,555

未払費用 182,773 285,968

未払法人税等 294,000 34,800

未払消費税等 38,812 13,866

預り金 57,510 19,715

従業員預り金 253,100 238,322

その他 10,390 9,575

流動負債合計 4,330,891 3,626,337

固定負債   

退職給付引当金 228,665 214,941

長期未払金 158,237 158,237

長期預り保証金 24,732 24,666

資産除去債務 13,180 －

固定負債合計 424,814 397,845

負債合計 4,755,706 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 17,881,467 17,671,130

自己株式 △7,755 △7,628

株主資本合計 22,984,927 22,774,717

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 134,785 149,778

評価・換算差額等合計 134,785 149,778

純資産合計 23,119,712 22,924,495

負債純資産合計 27,875,418 26,948,678
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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）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31日) 

売上高 17,767,273 21,656,746

売上原価 14,741,254 17,916,157

売上総利益 3,026,019 3,740,589

販売費及び一般管理費 3,129,032 3,107,658

営業利益又は営業損失（△） △103,013 632,930

営業外収益   

受取利息 8,548 6,088

受取配当金 5,059 7,532

仕入割引 145,594 192,534

不動産賃貸料 50,310 52,087

その他 18,438 26,619

営業外収益合計 227,951 284,862

営業外費用   

支払利息 1,525 1,669

売上割引 26,519 35,842

その他 598 763

営業外費用合計 28,643 38,275

経常利益 96,294 879,517

特別利益   

固定資産売却益 12,146 －

貸倒引当金戻入額 2,076 －

特別利益合計 14,222 －

特別損失   

固定資産除売却損 24,372 24,075

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,180

その他 470 13,365

特別損失合計 24,842 50,621

税引前四半期純利益 85,674 828,896

法人税、住民税及び事業税 36,018 287,889

法人税等調整額 3,700 102,888

法人税等合計 39,718 390,778

四半期純利益 45,956 438,118
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
  至 平成22年12月31日) 

売上高 6,928,243 7,711,632

売上原価 5,721,901 6,340,479

売上総利益 1,206,341 1,371,153

販売費及び一般管理費 1,035,242 1,061,503

営業利益 171,098 309,649

営業外収益   

受取利息 3,675 1,831

受取配当金 624 701

仕入割引 54,298 65,440

不動産賃貸料 16,702 18,082

その他 3,611 9,532

営業外収益合計 78,913 95,588

営業外費用   

支払利息 82 31

売上割引 9,641 12,497

その他 89 553

営業外費用合計 9,812 13,082

経常利益 240,199 392,155

特別利益   

固定資産売却益 9,051 －

投資有価証券評価損戻入益 － 57,201

特別利益合計 9,051 57,201

特別損失   

固定資産除売却損 5,862 3,097

貸倒引当金繰入額 － 3,876

その他 － 1,650

特別損失合計 5,862 8,623

税引前四半期純利益 243,389 440,733

法人税、住民税及び事業税 11,905 143,013

法人税等調整額 83,603 31,521

法人税等合計 95,508 174,535

四半期純利益 147,880 266,198
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31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 85,674 828,896

減価償却費 193,222 180,020

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66,561 13,723

受取利息及び受取配当金 △13,608 △13,620

支払利息 1,525 1,669

固定資産除売却損益（△は益） 12,226 24,075

売上債権の増減額（△は増加） 1,724,437 △914,712

たな卸資産の増減額（△は増加） 447,472 △64,699

仕入債務の増減額（△は減少） 400,380 440,203

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 216,071 △44,225

その他 △330,995 65,367

小計 2,802,967 516,698

法人税等の支払額 △185,718 △24,889

その他の収入 19,594 21,268

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,636,843 513,077

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 △331,359 △536,818

その他 △58,832 △21,225

投資活動によるキャッシュ・フロー △390,192 △558,044

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △213,751 △226,913

財務活動によるキャッシュ・フロー △213,751 △226,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,032,899 △271,880

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 8,135,078 7,427,819
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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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