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（百万円未満切捨て） 
１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年３月21日～平成25年６月20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 ％

26年 ３月期第１四半期 1,533 2.8 7 144.6 21 27.1 14 1.8 
25年 ３月期第１四半期 1,491 10.4 2 － 16 236.2 14 17.6 

 

 
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

26年 ３月期第１四半期 3.20 － 
25年 ３月期第１四半期 3.14 － 

 
（２）財政状態 

 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

26年 ３月期第１四半期 3,925 2,522 64.3 544.36 
25年 ３月期 4,135 2,537 61.4 547.77 

(参考)自己資本 26年３月期第１四半期         2,522百万円 25年３月期         2,537百万円 

 
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   
25年 ３月期 － 0.00 － 7.50 7.50   
26年 ３月期 －    

26年 ３月期(予想)  0.00 － 5.00 5.00   

(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．平成26年３月期の業績予想（平成25年３月21日～平成26年３月20日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期(累計) 3,130 5.1 32 100.0 59 31.1 41 5.1 8.85 
通  期 6,150 4.9 49 157.9 102 45.7 72 △41.0 15.54 

(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）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 

（注）「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。
詳細は、添付資料Ｐ.２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計
上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

 
 

（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) 26年３月期１Ｑ 4,680,000株 25年３月期 4,680,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 46,774株 25年３月期 46,774株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 4,633,226株 25年３月期１Ｑ 4,634,472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、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に対するレビュー手続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、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Ｐ.２「１.当四半期決算に関する定性的情報
（3）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）経営成績に関する定性的情報

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権下でのデフレ脱却と経済再生に向けた異次元の金融緩和の

実施や成長戦略の期待感から、円安の進行とともに株価が高騰したことで、輸出企業を中心に受注や採算の改善が

見られるなど、一部に景気持ち直しの兆しはあるものの、全体としては顕著な改善に至っておらず、実体経済の回

復には未だ不透明感が続いております。

当機械工具業界におきましては、主要ユーザーとなる自動車関連業界は円安株高を背景として、輸出比率の高い

大手メーカーを中心に回復の兆しが窺えるものの、円安効果による設備投資需要にまで繋がっていないなど、期待

する景気回復にはもう暫く時間を要すものと思われます。

このような経済環境の中におきまして当社は、横浜事務所の営業所昇格による首都圏での営業基盤強化を目指し

てまいりましたほか、堅調なスマートフォン市場での受注獲得にも本社主導で鋭意努めてまいりました。

その結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高1,533百万円（前年同四半期比2.8％増）、営業利益７百万円

（前年同四半期比144.6％増）、経常利益は21百万円（前年同四半期比27.1％増）、四半期純利益は14百万円（前

年同四半期比1.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

資産、負債および純資産の状況

（資産）

当第１四半期会計期間末における総資産は、3,925百万円となり前事業年度末に比べ、210百万円減少しました。

この主な要因は、現金及び預金が支払手形及び買掛金の決済、配当金の支払い等により162百万円減少したこと等

であります。

（負債）

当第１四半期会計期間末における負債合計は、1,403百万円となり前事業年度末に比べ、194百万円減少しまし

た。主な要因は、流動負債の支払手形及び買掛金が217百万円減少したこと等であります。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産は、2,522百万円となり前事業年度末に比べ、15百万円減少しました。

主な要因は、四半期純利益の計上14百万円となりましたが、期末配当金の支払34百万円等によるものであります。

なお、当四半期会計期間末における自己資本比率は64.3％となり、前事業年度末に比べ2.9ポイント上昇してお

ります。

（３）業績予想に関する定性的情報

当事業年度の業績予想につきましては、平成25年５月１日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました

第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年３月21日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第１四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。

１．当四半期決算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

㈱植松商会（9914）平成26年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－2－



３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月20日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 518,828 356,567

受取手形及び売掛金 1,997,005 1,984,972

商品 231,628 245,202

その他 88,972 33,520

貸倒引当金 △5,428 △5,398

流動資産合計 2,831,007 2,614,864

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 135,123 133,733

土地 189,441 189,441

その他（純額） 26,083 24,087

有形固定資産合計 350,649 347,262

無形固定資産 10,971 10,608

投資その他の資産

投資有価証券 813,448 823,586

その他 138,998 138,496

貸倒引当金 △9,408 △9,380

投資その他の資産合計 943,039 952,703

固定資産合計 1,304,659 1,310,574

資産合計 4,135,666 3,925,438

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,322,361 1,105,077

未払法人税等 13,982 21,300

賞与引当金 18,600 3,400

役員賞与引当金 14,000 3,500

その他 92,086 134,182

流動負債合計 1,461,029 1,267,460

固定負債

退職給付引当金 32,031 29,436

役員退職慰労引当金 55,600 56,725

その他 49,060 49,653

固定負債合計 136,692 135,815

負債合計 1,597,722 1,403,275

㈱植松商会（9914）平成26年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－3－



（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月20日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６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 304,856 284,938

自己株式 △7,356 △7,356

株主資本合計 2,489,711 2,469,793

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 48,233 52,369

評価・換算差額等合計 48,233 52,369

純資産合計 2,537,944 2,522,162

負債純資産合計 4,135,666 3,925,438
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（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成24年３月21日
至 平成24年６月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年３月21日
至 平成25年６月20日)

売上高 1,491,055 1,533,239

売上原価 1,292,621 1,326,503

売上総利益 198,433 206,736

販売費及び一般管理費 195,490 199,537

営業利益 2,943 7,198

営業外収益

仕入割引 11,514 11,949

その他 3,174 3,518

営業外収益合計 14,688 15,468

営業外費用

支払利息 624 553

為替差損 － 674

その他 283 176

営業外費用合計 908 1,404

経常利益 16,723 21,262

特別利益

受取損害賠償金 － 7,918

補助金収入 － 2,334

特別利益合計 － 10,252

税引前四半期純利益 16,723 31,515

法人税、住民税及び事業税 2,151 19,848

法人税等調整額 － △3,164

法人税等合計 2,151 16,684

四半期純利益 14,572 14,831
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

当社は、機械、工具及び産業機械・器具等の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

（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

（５）セグメント情報等
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