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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(1) 連結経営成績（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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 18,779 △12.1 803 △23.3 976 △21.4 658 △17.3

2020年3月期第2四半期 21,362 △1.1 1,047 △11.9 1,242 △11.3 796 △16.1

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　939百万円 （16.2％） 2020年3月期第2四半期　　809百万円 （△16.4％）

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

2021年3月期第2四半期 62.38 ―

2020年3月期第2四半期 73.44 ―

(注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 36,096 31,610 87.6

2020年3月期 36,535 31,093 85.1

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 31,610百万円 2020年3月期 31,093百万円

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

2020年3月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00

2021年3月期 ― 30.00

2021年3月期（予想） ― 30.00 60.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021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
親会社株主に帰属する

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 39,600 △9.8 1,850 △26.8 2,180 △25.6 1,440 △24.0 136.40

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 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 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 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） 2021年3月期2Q 11,399,237 株 2020年3月期 11,399,237 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 842,077 株 2020年3月期 842,077 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 10,557,160 株 2020年3月期2Q 10,838,843 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染拡大に対して「感染拡大抑止最優

先」により経済活動が制限され、大幅なマイナス成長に至った最悪期を脱しつつあるものの、感染再拡大への懸念

から下押し圧力は残っており、景気回復のペースは緩やかなものにとどまっています。「感染拡大抑止と経済活動

維持との両立」を図ったことにより、輸出も徐々にではありますが持ち直し、生産も下げ止まりの動きが見受けら

れます。業種別では世界的に需要が低迷する自動車関連及び鉄鋼関連業種の業績悪化の影響が大きく、一方設備投

資に関しても、おしなべて慎重な姿勢が続いております。

このような状況のもと当社グループは、創業100周年(2021年)に向けた第二次中期経営計画『Sincerity to 100』

の基本的な考え方である「対面営業、課題解決型の提案営業の充実・拡大を図ると同時に顧客の業務効率化ニーズ

にも対応できるインフラを整備・活用する。」との方針は堅持しつつ、従業員及び顧客の健康確保を最優先命題に

感染リスク対策に万全を尽くしながら、新規出店及び新規顧客獲得、顧客深耕、新規商品投入及び重点取扱商品拡

大等の重点施策を、営業活動に工夫を重ねて推進し、企業価値の一層の向上に取り組んでまいりました。その結果、

当第2四半期連結累計期間は、売上高187億79百万円（前年同期比12.1％減）、経常利益９億76百万円（前年同期比

21.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益６億58百万円（前年同期比17.3％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は360億96百万円となり前連結会計年度末に比べ４億38百万円減少し

ております。資産につきましては主に現金及び預金が20億16百万円、工具器具備品が52百万円、投資有価証券が４

億15百万円増加する一方で、受取手形及び売掛金が20億31百万円、電子記録債権が５億22百万円、商品が１億31百

万円減少したためであります。負債は44億86百万円となり前連結会計年度末に比べ９億56百万円減少しておりま

す。これは主に買掛金が８億86百万円、未払金が96百万円、未払法人税等が92百万円減少する一方で、繰延税金負

債が99百万円増加したためであります。また純資産は316億10百万円となり前連結会計年度末に比べ５億17百万円増

加しております。これは主に利益剰余金が２億36百万円、その他有価証券評価差額金が２億82百万円増加したため

であります。

　 キャッシュ・フローの状況の分析

　当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資産」という。）は、前連結会計年度より19

億92百万円増加し、96億36百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況

とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動より得られた資金は25億85百万円（前年同四半期は19億75百万円の収入）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益９億74百万円、売上債権の減少25億53百万円、たな卸資産の減少１億31百万円の収入に

対し、仕入債務の減少８億86百万円、法人税等の支払額３億82百万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１億72百万円（前年同四半期は10億72百万円の使用）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による１億９百万円、無形固定資産の取得による53百万円の支出によるものであります。

（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４億20百万円（前年同四半期は13億29百万円の使用）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。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年３月期の業績予想につきましては、2020年９月18日に公表しました「業績予想及び配当予想に関するお知

らせ」のとおりであります。

　業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断しているため、多分に不確

定要素を含んでおります。実際の業績は業況の変化により予想数値と異なる可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,756,118 9,772,972

受取手形及び売掛金 11,059,043 9,027,559

電子記録債権 3,655,426 3,133,300

商品 1,795,478 1,663,887

その他 135,840 104,839

貸倒引当金 △1,631 △1,341

流動資産合計 24,400,275 23,701,217

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,454,018 2,420,722

構築物（純額） 24,995 30,286

車両運搬具（純額） 79,307 72,179

工具、器具及び備品（純額） 170,533 222,919

土地 5,380,044 5,359,979

建設仮勘定 103,780 36,410

有形固定資産合計 8,212,679 8,142,496

無形固定資産

電話加入権 38,894 38,894

ソフトウエア 104,838 67,004

のれん 528,045 499,243

ソフトウエア仮勘定 12,650 52,428

無形固定資産合計 684,428 657,569

投資その他の資産

投資有価証券 2,505,643 2,921,295

出資金 14,890 14,890

退職給付に係る資産 326,291 337,148

差入保証金 243,286 211,643

繰延税金資産 74,037 27,497

その他 89,886 87,715

貸倒引当金 △15,866 △4,500

投資その他の資産合計 3,238,168 3,595,690

固定資産合計 12,135,276 12,395,756

資産合計 36,535,552 36,096,973
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,583,926 2,697,005

未払金 225,047 128,884

未払費用 479,975 498,160

未払法人税等 427,250 334,975

未払消費税等 62,501 110,764

その他 107,916 56,427

流動負債合計 4,886,616 3,826,217

固定負債

長期未払金 260,685 260,685

長期預り保証金 151,492 152,518

繰延税金負債 ― 99,026

退職給付に係る負債 143,402 147,522

その他 192 128

固定負債合計 555,772 659,881

負債合計 5,442,389 4,486,098

純資産の部

株主資本

資本金 2,597,406 2,597,406

資本剰余金 2,529,295 2,529,295

利益剰余金 26,719,840 26,956,140

自己株式 △1,401,204 △1,401,204

株主資本合計 30,445,338 30,681,638

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 641,340 923,486

退職給付に係る調整累計額 6,484 5,749

その他の包括利益累計額合計 647,824 929,236

純資産合計 31,093,163 31,610,874

負債純資産合計 36,535,552 36,096,973



杉本商事株式会社(9932) 2021年３月期 第２四半期決算短信

－ 5 －

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 21,362,603 18,779,079

売上原価 17,405,389 15,187,705

売上総利益 3,957,214 3,591,373

販売費及び一般管理費 2,910,114 2,788,212

営業利益 1,047,100 803,161

営業外収益

受取利息 647 554

受取配当金 27,384 23,059

仕入割引 156,274 129,932

不動産賃貸料 49,152 46,476

その他 6,916 5,626

営業外収益合計 240,376 205,649

営業外費用

支払利息 683 674

売上割引 37,096 31,588

その他 7,214 282

営業外費用合計 44,994 32,544

経常利益 1,242,482 976,266

特別利益

固定資産売却益 1,222 5,576

特別利益合計 1,222 5,576

特別損失

固定資産除売却損 1,075 7,540

会員権評価損 3,040 ―

減損損失 12,017 3

特別損失合計 16,133 7,543

税金等調整前四半期純利益 1,227,570 974,300

法人税、住民税及び事業税 404,762 294,111

法人税等調整額 26,796 21,602

法人税等合計 431,558 315,714

四半期純利益 796,011 658,585

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 796,011 658,585
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 796,011 658,585

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,856 282,146

退職給付に係る調整額 1,238 △734

その他の包括利益合計 13,095 281,411

四半期包括利益 809,107 939,997

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 809,107 939,997

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,227,570 974,300

減価償却費 173,627 179,530

のれん償却額 19,201 28,802

減損損失 12,017 3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,628 3,354

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 336 △11,151

受取利息及び受取配当金 △28,031 △23,613

支払利息 683 674

有形固定資産除売却損益（△は益） △146 1,963

売上債権の増減額（△は増加） 1,951,248 2,553,610

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,813 131,590

仕入債務の増減額（△は減少） △651,757 △886,920

その他 △198,333 △4,258

小計 2,547,858 2,947,885

利息及び配当金の受取額 29,658 21,668

利息の支払額 △1,613 △1,206

法人税等の支払額 △600,000 △382,495

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,975,902 2,585,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △91,230 △91,234

定期預金の払戻による収入 67,227 67,230

有形固定資産の取得による支出 △210,862 △109,531

有形固定資産の売却による収入 1,757 23,737

投資有価証券の取得による支出 △9,271 △9,218

無形固定資産の取得による支出 △689 △53,905

のれんの取得による支出 △829,803 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,072,872 △172,921

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 △887,109 －

配当金の支払額 △442,609 △420,080

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,329,718 △420,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △426,689 1,992,850

現金及び現金同等物の期首残高 7,505,248 7,643,897

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,078,559 9,636,748
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。




