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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第２四半期 14,437 △2.1 373 5.4 531 0.1 351 24.4
25年３月期第２四半期 14,740 0.3 354 14.3 530 12.0 282 35.7

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２四半期 31.72 31.68

25年３月期第２四半期 25.28 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 28,110 24,605 87.5

25年３月期 27,887 24,173 86.6

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期24,601 百万円 25年３月期24,158 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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

26年３月期 ― 10.00

26年３月期(予想) ― 10.00 20.00

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26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 31,500 7.0 1,100 35.5 1,440 25.6 806 27.8 72.69



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

  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、添

付資料P３「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。 

※ 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 ： 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

（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２Ｑ 11,399,237株 25年３月期 11,399,237株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 210,613株 25年３月期 311,047株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 11,094,241株 25年３月期２Ｑ 11,188,271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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①経営成績の状況 

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、財政政策や日銀の大胆な金融緩和政策の効果により

円安傾向の定着や国内株式相場の上昇も相まって景気回復の足取りがより確かなものへと実体化し、

徐々に個人消費や住宅建設の上昇として感じられるようになりました。 

 グローバル経済においては、欧州や新興国において経済成長停滞が感じられる状況の中、堅調さが見

受けられるアメリカ経済とともに日本にも牽引役としての期待が高まる状況へと変化してまいりまし

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、内需において復興関連が底堅く推移し、依

存度の高い自動車関連業界においては円安効果による利益貢献が見受けられ、また、消費税引き上げに

よる駆け込み需要も見込まれるものの、現状は国内生産台数の増加や設備投資の積み増しが工具や器具

の顕著な需要増加までには表れてきていません。輸出増による経済効果が産業界に浸透しつつも、円安

による原材料価格の値上げ影響や電力料金の値上げなどから、内需型産業を含むすべての製造業種にお

いて景気の上昇が感じられるものの、業種・業態毎にその内容は斑模様で温度差があり、まだまだ期待

感の方が先行している状況です。 

 当社を取り巻く環境は、先行きに拡大基調の十分な期待と明るさが感じられる状況に変化しつつも、

依然として、企業の設備投資には慎重な姿勢が見受けられます。本格的な景気回復に呼応するための環

境が整えられつつあるものの国内における生産活動がより顕著となった状況ではありません。 

 このような状況のもと当社といたしましては、物流センターの効率的な在庫管理と運用を徹底すると

ともに、社員教育を見直し、新規営業・拡張営業活動などの経営努力を積み重ねるとともに経費削減に

努めてまいりました結果、当第２四半期累計期間は、売上高144億37百万円（前年同期比2.1%減）、経

常利益５億31百万円（前年同期比0.1%増）、四半期純利益３億51百万円（前年同期比24.4%増）となり

ました。 

  

②商品別売上状況 

 
  

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 
自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日

前 第２四半期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日

増減 
（△印減）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円）

測 定 器 具 4,229 29.3 4,236 28.7 △6

工 作 用 器 具 1,366 9.5 1,523 10.3 △156

機 械 工 具 4,405 30.5 4,299 29.2 106

空圧・油圧器具 2,884 20.0 3,118 21.2 △234

そ  の  他 1,550 10.7 1,562 10.6 △11

合     計 14,437 100.0 14,740 100.0 △302
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当第２四半期会計期間末の総資産は281億10百万円となり、前事業年度末に比べ２億22百万円増加し

ました。これは主に、現金及び預金が４億16百万円、投資有価証券が１億74百万円増加する一方、受取

手形及び売掛金が３億19百万円減少したためであります。負債は35億４百万円となり、前事業年度末に

比べ２億９百万円減少しました。これは主に、買掛金が１億97百万円、退職給付引当金が63百万円減少

する一方、繰延税金負債が１億17百万円増加したためであります。また、純資産は246億５百万円とな

り、前事業年度末に比べ４億32百万円増加しております。 

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73億62百万円となり、前事業年度末に比べ９億16百万円増加しました。 

  

（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４億２百万円（前年同四半期は１億35百万円の使用）となりました。こ

れは主に、税引前四半期純利益６億17百万円、売上債権の減少３億20百万円の収入に対し、仕入債務の

減少１億97百万円、法人税等の支払額２億34百万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） 

投資活動より得られた資金は５億47百万円（前年同四半期は72百万円の使用）であります。これは主

に、定期預金の払戻による収入であります。 

  

（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33百万円（前年同四半期は１億11百万円の使用）となりました。これは主

に、配当金の支払額１億11百万円の支出に対し、自己株式の処分77百万円の収入によるものでありま

す。 

  

平成26年３月期通期予想につきましては、現時点では、平成25年４月30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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

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
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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25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,946,159 6,362,201

受取手形及び売掛金 9,183,782 8,864,016

有価証券 1,500,000 1,500,000

商品 1,836,893 1,822,585

繰延税金資産 117,538 114,899

その他 92,153 109,308

貸倒引当金 △8,953 △9,547

流動資産合計 18,667,573 18,763,465

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,343,853 2,350,215

構築物（純額） 38,716 36,908

車両運搬具（純額） 44,282 53,229

工具、器具及び備品（純額） 85,067 71,349

土地 4,873,237 4,845,482

有形固定資産合計 7,385,158 7,357,185

無形固定資産   

ソフトウエア 63,946 55,915

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 95,557 87,527

投資その他の資産   

投資有価証券 1,545,246 1,720,126

関係会社株式 10,000 10,000

差入保証金 147,443 147,435

その他 67,829 55,652

貸倒引当金 △31,249 △31,227

投資その他の資産合計 1,739,270 1,901,986

固定資産合計 9,219,986 9,346,699

資産合計 27,887,559 28,110,164
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,239,826 2,042,810

未払金 143,563 127,697

未払費用 290,180 298,418

未払法人税等 246,600 222,000

未払消費税等 29,275 15,322

預り金 33,850 14,204

従業員預り金 265,419 259,459

その他 5,724 9,457

流動負債合計 3,254,441 2,989,370

固定負債   

退職給付引当金 80,969 17,819

長期未払金 154,637 154,637

長期預り保証金 29,971 30,971

資産除去債務 13,180 13,180

繰延税金負債 180,983 298,325

固定負債合計 459,741 514,933

負債合計 3,714,182 3,504,304

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 2,524,929

利益剰余金 18,774,484 19,015,491

自己株式 △242,719 △164,351

株主資本合計 23,642,980 23,973,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 515,696 627,644

評価・換算差額等合計 515,696 627,644

新株予約権 14,700 4,740

純資産合計 24,173,377 24,605,860

負債純資産合計 27,887,559 28,110,164

杉本商事㈱（9932）平成26年3月期　第２四半期決算短信（非連結）

－ 5 －



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 14,740,128 14,437,497

売上原価 12,215,949 11,960,473

売上総利益 2,524,178 2,477,024

販売費及び一般管理費 2,169,676 2,103,484

営業利益 354,502 373,539

営業外収益   

受取利息 2,559 1,619

受取配当金 12,117 14,120

仕入割引 133,780 116,163

不動産賃貸料 43,253 41,052

その他 11,615 12,570

営業外収益合計 203,325 185,526

営業外費用   

支払利息 1,307 1,376

売上割引 25,272 24,293

その他 536 2,279

営業外費用合計 27,116 27,949

経常利益 530,711 531,116

特別利益   

固定資産売却益 － 101,379

特別利益合計 － 101,379

特別損失   

固定資産除売却損 663 5,234

投資有価証券評価損 5,164 －

減損損失 － 7,871

会員権評価損 14,351 2,297

特別損失合計 20,178 15,403

税引前四半期純利益 510,533 617,093

法人税、住民税及び事業税 224,971 207,108

法人税等調整額 2,694 58,096

法人税等合計 227,666 265,204

四半期純利益 282,866 351,888
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 510,533 617,093

減価償却費 138,073 122,136

減損損失 － 7,871

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38,311 △63,149

受取利息及び受取配当金 △14,676 △15,740

支払利息 1,307 1,376

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） 660 △96,145

売上債権の増減額（△は増加） 718,659 320,337

たな卸資産の増減額（△は増加） △116,768 14,307

仕入債務の増減額（△は減少） △1,062,463 △197,016

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △35,495 △41,643

その他 △13,204 △47,406

小計 93,480 622,020

法人税等の支払額 △242,452 △234,108

その他の収入 13,530 14,329

営業活動によるキャッシュ・フロー △135,441 402,242

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 － △500,000

定期預金の払戻による収入 － 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △72,545 △94,200

有形固定資産の売却による収入 － 127,773

その他 △428 14,202

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,973 547,775

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 △38 △57

自己株式の処分による収入 － 77,485

配当金の支払額 △111,896 △111,403

財務活動によるキャッシュ・フロー △111,934 △33,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △320,348 916,042

現金及び現金同等物の期首残高 7,470,760 6,446,159

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,150,411 7,362,201
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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）四半期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）

（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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