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１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９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 ％

25年３月期第２四半期 14,740 0.3 354 14.3 530 12.0 282 35.7

24年３月期第２四半期 14,700 5.4 310 △4.0 473 △2.8 208 21.2

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

25年３月期第２四半期 25 28 ―

24年３月期第２四半期 18 34 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 27,030 23,619 87.3

24年３月期 28,084 23,502 83.7

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 23,609百万円 24年３月期 23,495百万円

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

24年３月期 ― 10 00 ― 10 00 20 00

25年３月期 ― 10 00

25年３月期(予想) ― 10 00 20 00

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 32,000 5.0 1,250 34.4 1,590 26.3 890 46.8 79 55



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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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、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。 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 11,399,237株 24年３月期 11,399,237株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 210,997株 24年３月期 210,947株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 11,188,271株 24年３月期２Ｑ 11,360,676株

※ 四半期レビュー手続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２四半期累計期間におけるわが国の経済は、アジア地域のみならず全ての地域において経済成長

の鈍化が感じられる状況の中、内需関連業種を中心に一定の景気回復の継続傾向が見受けられていまし

たが、輸出の停滞感や円高傾向の定着化による国内産業の空洞化や財政支援政策終了も重なり、景気回

復の踊り場的な状況となりました。 

 また、アメリカで景気回復の堅調さが見受けられるものの、欧州発債務危機の深刻化・長期化などに

より、世界経済全体の成長減速というリスクを懸念する状況となりました。 

 このような状況のなか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において

稼働率向上による回復傾向が顕著となっていましたが、見込み以上の実需状況ではありませんでした。

牽引役として東日本大震災からの復興需要と自動車産業頼みの状況であり、継続する円高や世界経済の

減速の影響も大きく、内需型産業を含むすべての製造業種において不安感や警戒感が根強く、明るい展

望を持てる状況ではありません。 

 当社を取り巻く環境として回復基調を引き続き維持をしてはいるものの、先行きに十分な期待感を持

てる状況ではなく、景気回復の停滞ではと懸念をする状況です。 

 このような状況のもと当社といたしましては、物流センターを立ち上げ効率的な在庫管理の徹底と新

規営業活動の経営努力を積み重ね、当第２四半期は、売上高147億40百万円（前年同期比0.3%増）、経

常利益５億30百万円（前年同期比12.0%増）、四半期純利益２億82百万円（前年同期比35.7%増）となり

ました。 

当第２四半期会計期間末の総資産は270億30百万円となり、前事業年度末に比べ10億53百万円減少し

ました。これは主に、現金及び預金が８億20百万円、受取手形及び売掛金が７億19百万円減少する一

方、有価証券が５億円、商品が１億16百万円増加したためであります。負債は34億11百万円となり、前

事業年度末に比べ11億70百万円減少しました。これは主に、買掛金が10億62百万円、未払金が37百万

円、退職給付引当金が38百万円減少したためであります。また、純資産は236億19百万円となり、前事

業年度末に比べ１億17万円増加しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

②商品別売上状況

（単位：百万円）

当 第 ２ 四 半 期 前 第 ２ 四 半 期
増減

自 平成24年４月１日 自 平成23年４月１日

至 平成24年９月30日 至 平成23年９月30日 (△印減)

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額

% %

測 定 器 具 4,236 28.7 5,140 35.0 △904

工 作 用 器 具 1,523 10.3 1,697 11.5 △173

機 械 工 具 4,299 29.2 3,604 24.5 694

空圧・油圧器具 3,118 21.2 2,940 20.0 178

そ の  他 1,562 10.6 1,317 9.0 244

合 計 14,740 100.0 14,700 100.0 39

（２）財政状態に関する定性的情報
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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「現金」という。)は、以下に記載のキャ

ッシュ・フローにより71億50百万円となり、前事業年度末に比べ３億20百万円減少しました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動に使用した資金は１億35百万円（前年同四半期は２億74百万円の収入）となりました。これ

は主に、税引前四半期純利益５億10百万円、売上債権の減少７億18百万円の収入に対し、仕入債務の減

少10億62百万円、法人税等の支払額２億42百万円、たな卸資産の増加１億16百万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72百万円（前年同四半期は２億83百万円の使用）であります。これは主

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１億11百万円（前年同四半期は２億64百万円の使用）となりました。これ

は主に、配当金の支払による支出であります。 

平成25年３月期通期予想につきましては、現時点では、平成24年４月27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。 

該当事項はありません。 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した建物

（附属設備を除く）以外の有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

 これによる損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。 

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,470,760 5,650,411

受取手形及び売掛金 9,886,692 9,166,939

有価証券 1,000,000 1,500,000

商品 1,690,437 1,807,206

繰延税金資産 116,279 116,972

その他 75,861 105,039

貸倒引当金 △15,055 △13,991

流動資産合計 19,224,976 18,332,577

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,469,016 2,399,323

構築物（純額） 40,267 37,972

車両運搬具（純額） 48,525 53,057

工具、器具及び備品（純額） 103,732 97,665

土地 4,838,557 4,838,557

有形固定資産合計 7,500,097 7,426,575

無形固定資産

ソフトウエア 71,547 66,828

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 103,158 98,439

投資その他の資産

投資有価証券 1,019,448 925,629

関係会社株式 10,000 10,000

繰延税金資産 19,275 47,811

差入保証金 162,921 147,771

その他 83,561 81,035

貸倒引当金 △39,176 △39,146

投資その他の資産合計 1,256,030 1,173,101

固定資産合計 8,859,287 8,698,116

資産合計 28,084,263 27,030,693
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部

流動負債

買掛金 3,148,856 2,086,393

未払金 151,496 114,462

未払費用 292,779 301,383

未払法人税等 258,680 243,200

未払消費税等 66,444 35,191

預り金 35,190 33,790

従業員預り金 254,881 259,374

その他 9,992 8,056

流動負債合計 4,218,321 3,081,851

固定負債

退職給付引当金 170,405 132,094

長期未払金 154,637 154,637

長期預り保証金 25,464 29,281

資産除去債務 13,180 13,180

固定負債合計 363,686 329,192

負債合計 4,582,008 3,411,043

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 18,367,397 18,538,381

自己株式 △161,044 △161,082

株主資本合計 23,317,568 23,488,514

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 178,386 120,635

評価・換算差額等合計 178,386 120,635

新株予約権 6,300 10,500

純資産合計 23,502,255 23,619,650

負債純資産合計 28,084,263 27,030,693
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 14,700,155 14,740,128

売上原価 12,177,296 12,215,949

売上総利益 2,522,859 2,524,178

販売費及び一般管理費 2,212,654 2,169,676

営業利益 310,205 354,502

営業外収益

受取利息 3,079 2,559

受取配当金 8,657 12,117

仕入割引 129,257 133,780

不動産賃貸収入 41,197 43,253

その他 11,229 11,615

営業外収益合計 193,421 203,325

営業外費用

支払利息 1,270 1,307

売上割引 25,018 25,272

その他 3,555 536

営業外費用合計 29,844 27,116

経常利益 473,781 530,711

特別利益

関係会社株式売却益 24,600 －

その他 219 －

特別利益合計 24,819 －

特別損失

固定資産除売却損 73,022 663

投資有価証券評価損 － 5,164

減損損失 23,500 －

会員権評価損 9,200 14,351

その他 3,600 －

特別損失合計 109,322 20,178

税引前四半期純利益 389,278 510,533

法人税、住民税及び事業税 162,222 224,971

法人税等調整額 18,666 2,694

法人税等合計 180,889 227,666

四半期純利益 208,389 282,866
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 389,278 510,533

減価償却費 141,922 138,073

減損損失 23,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42,626 △38,311

受取利息及び受取配当金 △11,736 △14,676

支払利息 1,270 1,307

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,164

固定資産除売却損益（△は益） 72,802 660

売上債権の増減額（△は増加） 512,167 718,659

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,169 △116,768

仕入債務の増減額（△は減少） △274,569 △1,062,463

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △10,354 △35,495

その他 △21,374 △13,204

小計 762,111 93,480

法人税等の支払額 △501,722 △242,452

その他の収入 13,737 13,530

営業活動によるキャッシュ・フロー 274,126 △135,441

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 △299,082 △72,545

その他 15,090 △428

投資活動によるキャッシュ・フロー △283,992 △72,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △152,832 △38

配当金の支払額 △111,964 △111,896

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,796 △111,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △274,662 △320,348

現金及び現金同等物の期首残高 7,661,720 7,470,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,387,058 7,150,411

杉本商事㈱（9932）平成25年3月期　第２四半期決算短信（非連結）

－ 7 －



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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