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１．平成25年３月期第３四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 22,529 △1.2 668 △4.7 917 △3.3 500 12.8

24年３月期第３四半期 22,811 5.3 701 10.9 948 7.9 443 1.2

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３四半期 44 72 －

24年３月期第３四半期 39 25 －

（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３四半期 27,677 23,838 86.1

24年３月期 28,084 23,502 83.7

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 23,826百万円 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 29,000 △4.8 730 △21.5 1,070 △15.0 580 △4.3 51 84



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ページ及び本日平成25年１

月31日公表の「平成25年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

※ 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３Ｑ 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３Ｑ 211,047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３Ｑ 11,188,253株 24年３月期３Ｑ 11,302,805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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、欧州やアジア地域のみならず全ての地域において経

済成長鈍化が感じられる状況の中、復興需要関連を中心に景気回復の継続傾向も見受けられていました

が、輸出の伸び悩みによる関連業種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、景気が下降気味の状況となりました。 

 また、アメリカでは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。 

 このような状況の中、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

年初からの稼働率向上により回復傾向が顕著となっていました。ただ、年後半にかけ国内外での販売台

数下降が顕著となり、結果として見込みまでの実需状況に至りませんでした。牽引役として東日本大震

災からの復興需要頼みの状況となり、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い状況となりました。 

 当社を取り巻く環境として景気の底堅さを感じるものの、デフレ状況も継続しています。先行きに拡

大基調の十分な期待と明るさを持てる状況ではなく、景気回復の停滞期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と運用の徹

底・新規営業・掘り起こし拡張営業活動などの経営努力を積み重ねた結果、当第３四半期累計期間は、

売上高225億29百万円（前年同期比1.2%減）、経常利益９億17百万円（前年同期比3.3%減）、四半期純

利益５億円（前年同期比12.8％増）となりました。 

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

①経営成績の状況

②商品別売上状況

（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24年４月１日 自 平成23年４月１日

至 平成24年12月31日 至 平成23年12月31日 (△印減)

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額

% %

測 定 器 具 6,577 29.2 7,219 31.6 △642

工 作 用 器 具 2,308 10.3 2,309 10.1 △0

機 械 工 具 6,491 28.8 6,789 29.8 △297

空圧・油圧器具 4,686 20.8 4,495 19.7 191

そ の  他 2,464 10.9 1,998 8.8 466

合 計 22,529 100.0 22,811 100.0 △282
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当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ４億６百万円減少し276億77百万円となり

ました。これは主に現金及び預金が８億93百万円、受取手形及び売掛金が２億28百万円、建物が１億６

百万円減少する一方、有価証券が５億円、商品が３億24百万円増加したためであります。負債は前事業

年度末に比べて７億43百万円減少し38億38百万円となりました。これは主に買掛金が４億36百万円、未

払法人税等が１億54百万円、未払費用が１億12百万円減少したためであります。また、純資産は前事業

年度末に比べて３億36百万円増加して238億38百万円となりました。 

当第３四半期累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成24年４月27日に公表しました平成25

年３月期の通期の業績予想を修正しております。詳しくは本日別途公表しました「平成25年３月期業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、配当予想については変更ありません。 

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。 

（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

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３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,470,760 5,577,468

受取手形及び売掛金 9,886,692 9,658,036

有価証券 1,000,000 1,500,000

商品 1,690,437 2,015,401

繰延税金資産 116,279 63,995

その他 75,861 85,580

貸倒引当金 △15,055 △14,704

流動資産合計 19,224,976 18,885,777

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,469,016 2,362,701

構築物（純額） 40,267 36,823

車両運搬具（純額） 48,525 48,183

工具、器具及び備品（純額） 103,732 101,460

土地 4,838,557 4,838,557

建設仮勘定 － 13,880

有形固定資産合計 7,500,097 7,401,606

無形固定資産

ソフトウエア 71,547 66,890

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 103,158 98,501

投資その他の資産

投資有価証券 1,019,448 1,099,771

関係会社株式 10,000 10,000

繰延税金資産 19,275 －

差入保証金 162,921 147,363

その他 83,561 65,158

貸倒引当金 △39,176 △30,795

投資その他の資産合計 1,256,030 1,291,498

固定資産合計 8,859,287 8,791,606

資産合計 28,084,263 27,677,384
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部

流動負債

買掛金 3,148,856 2,712,694

未払金 151,496 160,089

未払費用 292,779 179,952

未払法人税等 258,680 104,000

未払消費税等 66,444 28,016

預り金 35,190 50,403

従業員預り金 254,881 264,568

その他 9,992 11,718

流動負債合計 4,218,321 3,511,441

固定負債

退職給付引当金 170,405 113,481

長期未払金 154,637 154,637

長期預り保証金 25,464 30,071

資産除去債務 13,180 13,180

繰延税金負債 － 15,623

固定負債合計 363,686 326,994

負債合計 4,582,008 3,838,435

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 18,644,017

自己株式 △161,044 △161,119

株主資本合計 23,317,568 23,594,113

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 178,386 232,234

評価・換算差額等合計 178,386 232,234

新株予約権 6,300 12,600

純資産合計 23,502,255 23,838,948

負債純資産合計 28,084,263 27,677,384

杉本商事㈱（9932）平成25年3月期　第３四半期決算短信（非連結）

－ 5 －



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 22,811,858 22,529,286

売上原価 18,803,036 18,609,911

売上総利益 4,008,822 3,919,375

販売費及び一般管理費 3,307,216 3,250,928

営業利益 701,605 668,446

営業外収益

受取利息 4,464 3,780

受取配当金 10,581 11,782

仕入割引 194,227 193,722

不動産賃貸収入 62,303 63,353

その他 17,590 17,041

営業外収益合計 289,166 289,680

営業外費用

支払利息 1,302 1,327

売上割引 36,982 37,372

その他 3,905 2,418

営業外費用合計 42,190 41,117

経常利益 948,581 917,010

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 78,753 2,840

投資有価証券評価損 － 4,867

減損損失 49,882 －

会員権評価損 － 14,311

特別損失合計 128,636 22,019

税引前四半期純利益 844,765 894,991

法人税、住民税及び事業税 315,136 337,189

法人税等調整額 86,041 57,416

法人税等合計 401,178 394,605

四半期純利益 443,587 500,385
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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