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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 
(注) １ 当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので「連結経営指標等」については、記載しておりませ

ん。また、当社の子会社は非連結子会社であるため「持分法を適用した場合の投資利益」については記載し

ておりません。 

２ 売上高には消費税等を含んでおりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)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。

  

第一部 【企業情報】

回次 第79期中 第80期中 第81期中 第79期 第80期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (千円) 14,849,170 17,067,593 18,497,834 32,187,990 35,606,090

経常利益 (千円) 507,780 1,039,939 1,083,279 1,680,199 2,389,410

中間(当期)純利益 (千円) 255,315 597,918 630,290 911,824 1,378,006

持分法を適用した場合 
の投資利益

(千円) ─ ─ ― ― ―

資本金 (千円) 1,835,722 1,835,722 2,597,406 1,835,722 1,835,722

発行済株式総数 (千株) 10,298 10,298 11,399 10,298 10,298

純資産額 (千円) 16,192,395 17,322,597 20,128,354 16,884,309 18,045,419

総資産額 (千円) 22,019,729 23,082,163 25,844,983 23,842,565 25,084,512

１株当たり純資産額 (円) 1,573.21 1,683.43 1,767.15 1,637.51 1,750.52

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 24.81 58.11 57.19 85.39 130.71

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ─ ─ ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) 7 15 15 20 30

自己資本比率 (％) 73.5 75.0 77.9 70.8 71.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 414,213 262,516 814,067 190,020 925,349

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △163,418 △267,402 △204,962 △377,259 △521,153

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △282,301 △233,559 49,211 45,654 12,337

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 2,221,165 1,872,641 3,185,937 2,111,087 2,527,620

従業員数 (名) 446 440 467 414 426



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変

更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数には、雇員(8名)及び嘱託(5名)を含めております。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社の従業員は、管理職及び管理部門を除き、杉本商事㈱労働組合を結成しており、組合員数は395

名であります。 

当組合は、上部団体には加盟しておりません。労使関係は円満であり、特記する事項はありません。

  

従業員数(名) 467



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当中間期における我が国の経済は、世界経済の着実な回復により、輸出や民間設備投資の増加など

景気回復が穏やかながらも前進し、また雇用情勢の改善や株価の安定など明るさが見え始めてまいり

ました。一部で原油価格の高騰による不安材料があるものの堅調な内需に支えられ、好調裡に推移し

てまいりました。 

 機械工具販売業界におきましても、鉱工業生産の伸び、自動車産業やデジタル家電市場の拡大によ

り、設備関連需要が活況を呈しました。また、個人消費や住宅投資が底堅い動きとなるなど、総じて

堅調な回復基調で推移してまいりました。 

 このような状況のもと、当社といたしましては、今後の機械工具・測定機器の需要増加に即応でき

る体制作りとして、サービスの向上、業務の改善、顧客貢献を念頭においた営業など様々な努力を重

ねてまいりました。その一環として業務体制の強化と顧客満足度の向上を目指した組織作りを推進、

茨城県鹿嶋市に鹿嶋営業所を新規開設、甚目寺連絡所・大府連絡所の営業所への昇格、厚木営業所の

新築移転、栗東営業所の新築を行いより地域に密着した営業展開ができるよう、組織の充実を図って

まいりました。さらに、営業力のより一層の強化を図るため、人材の確保と教育、営業コストに見合

った利益率の確保、そして売れ筋商品と新規取引先の開拓に努めてまいりました。 

 この結果、売上高184億97百万円（前年同期比8.4％増）、経常利益10億83百万円（前年同期比4.2％

増）、中間純利益６億30百万円（前年同期比5.4％増）を計上することができ増収増益となりました。

  

（注）上記の金額は消費税等を含んでおりません。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益10億86百

万円、株式の発行による収入15億３百万円を計上し、一部は短期借入金の返済や、有形固定資産の

取得で相殺されたものの、前期末に比べて６億58百万円増加し、当中間期末は31億85百万円となり

ました。 

 なお、当中間期末におけるフリー・キャッシュ・フローは６億42百万円です。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は前中間期より５億51百万円増加し、８億14百万円となりました。当

中間期においては、税引前中間純利益は10億86百万円、減価償却費は１億26百万円となり、法人税

の支払額は５億21百万円となりました。また、前中間期には役員の退任により役員退職慰労引当金

の減少２億34百万円がありました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は前中間期より62百万円減少し、２億４百万円となりました。これは

主に有形固定資産の取得により２億72百万円支出したものの、有形固定資産の売却による収入が87

百万円あったためであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得らた資金は前中間期より２億82百万円増加し、49百万円となりました。これは株

式の発行による収入が15億３百万円あったものの、短期借入金の返済により13億円支出したためで

あります。 

  

（注）フリー・キャッシュ・フローは以下の計算式を使っております。 

   フリー・キャッシュ・フロー＝中間純利益＋減価償却費－設備投資額－運転資本増加額 

   なお、運転資本は、売掛金＋受取手形＋たな卸資産－買掛金－支払手形で算出しておりま

す。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

部門別内訳は次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は仕入価格によっています。 

２ 上記の金額は消費税等を含んでおりません。 

  

(2) 販売実績 

部門別内訳は次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は販売価格によっています。 

２ 上記の金額は消費税等を含んでおりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

部門別 仕入金額(千円) 前年同期比(％)

測定器具 5,758,488 105.4

工作用器具 3,071,322 116.3

機械工具 3,130,345 114.2

空圧・油圧器具 2,486,011 105.8

その他 962,647 108.6

合計 15,408,815 109.4

部門別 売上金額(千円) 前年同期比(％)

測定器具 6,867,662 103.4

工作用器具 3,535,296 112.7

機械工具 3,848,875 115.4

空圧・油圧器具 3,032,437 107.4

その他 1,213,561 107.5

合計 18,497,834 108.4



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

前事業年度末において計画中のもののうち、当中間会計期間に完成した設備の主なものは次のとおりで

あります。なお、記載金額には消費税等は含まれておりません。 

  

 
  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。 

また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

事業所名 設備の内容 金額(千円) 完成または取得年月

栗東営業所 営業所 53,800 平成17年８月

厚木営業所 営業所 61,220 平成17年８月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）1 一般募集による有償増資 

  発行価格 1,458円 発行価額（引受価額） 1,382円80銭 資本組入額 692円 

   2 第三者割当による有償増資 

 割当先 野村證券株式会社  

 発行価格 1,458円 発行価額（引受価額） 1,382円80銭 資本組入額 692円 

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 28,000,000

計 28,000,000

種類
中間会計期間末現在 
発行数(株) 

(平成17年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成17年12月15日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 11,399,237 11,399,237
東京証券取引所
大阪証券取引所 
各市場第一部

─

計 11,399,237 11,399,237 ─ ─

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成17年５月30日(注)１ 950,000 11,248,537 657,400 2,493,122 656,260 2,409,705

平成17年６月16日(注)２ 150,700 11,399,237 104,284 2,597,406 104,103 2,513,808



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

 
 (注)1 日本トラスティー・サービス信託銀行㈱が所有する株式は信託業務に係るものであります。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

 
(注)1「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株（議決権数21個）  

含まれております。 

  2「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式13株が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

杉 本   正 大阪府池田市五月丘４―７―10 372 3.3

バンクオブニューヨーク
ジーシーエム
クライアントアカウンツ
イーアイエスジー
（常任代理人 ㈱東京三菱銀行）

 
ONE WALL STREET, NEW YORK, NY 10286 
USA 
（東京都千代田区丸の内２－７－１）

358 3.1

杉 本 健 次 大阪府池田市渋谷１―10―３ 347 3.0

杉 本 栄 作 東京都町田市南つくし野４―５―25 322 2.8

杉本商事従業員持株会 大阪市西区立売掘５―７―27 294 2.6

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱
（注）1

東京都中央区晴海１－８－１１ 284 2.5

杉 本 き み 大阪府池田市室町４―44 270 2.4

竹 田 和 平 名古屋市天白区表山２－209 250 2.2

杉 本 正 広 大阪府池田市五月丘４―７―７―Ａ 242 2.1

福 本   勲 名古屋市中区正木２―７―16 225 2.0

計 ─ 2,966 26.0

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 8,900

─ ─

完全議決権株式(その他)  
普通株式 11,374,600 113,746 ─

単元未満株式  
普通株式 15,737 ─ １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 11,399,237 ─ ─

総株主の議決権 ─ 113,746 ─



② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありませ

ん。 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式)

杉本商事株式会社 大阪市西区立売堀５－７－27 8,900 ─ 8,900 0.08

計 ─ 8,900 ─ 8,900 0.08

月別
平成17年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,740 1,630 1,547 1,600 1,597 1,598

最低(円) 1,512 1,441 1,448 1,523 1,494 1,516



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）

附則第３項のただし書きにより改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第80期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで)及び第81期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

中間連結財務諸表の用語、様式及び作成に関する規則(平成11年大蔵省令第24号)第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断

を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりでありま

す。 

 
※会社間項目の消去後の数値により算出しております。 

  

① 資産基準 0.08％

② 売上高基準 0.12％

③ 利益基準 0.30％

④ 利益剰余金基準 0.24％



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,872,641 3,185,937 2,527,620

 ２ 受取手形 ※３ 6,531,302 6,761,402 6,916,377

 ３ 売掛金 4,931,020 5,599,181 5,609,889

 ４ たな卸資産 1,977,904 2,081,093 2,050,084

 ５ 繰延税金資産 145,589 169,258 166,684

 ６ その他 91,771 86,606 70,476

 ７ 貸倒引当金 △53,531 △42,826 △67,518

   流動資産合計 15,496,698 67.1 17,840,652 69.0 17,273,613 68.9

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  １ 建物 1,796,101 1,919,463 1,886,766

  ２ 土地 4,108,579 4,148,321 4,165,342

  ３ その他 314,910 338,783 293,669

   有形固定資産合計 6,219,591 27.0 6,406,568 24.8 6,345,778 25.3

 (2) 無形固定資産 48,323 0.2 53,640 0.2 52,939 0.2

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 ※２ 1,016,953 1,400,851 1,181,524

  ２ 繰延税金資産 150,158 7,372 86,104

  ３ その他 209,362 187,007 203,450

  ４ 貸倒引当金 △58,924 △51,110 △58,898

   投資その他の 
   資産合計

1,317,549 5.7 1,544,121 6.0 1,412,180 5.6

   固定資産合計 7,585,465 32.9 8,004,330 31.0 7,810,898 31.1

   資産合計 23,082,163 100.0 25,844,983 100.0 25,084,512 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 10,302 ─ ─

 ２ 買掛金 3,180,995 3,796,130 3,748,663

 ３ 短期借入金 900,000 ─ 1,300,000

 ４ 未払法人税等 342,000 483,800 555,600

 ５ その他 ※４ 750,860 848,568 848,082

   流動負債合計 5,184,159 22.5 5,128,499 19.8 6,452,345 25.7

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 98,116 84,789 97,113

 ２ 役員退職慰労引当金 450,714 477,662 463,008

 ３ その他 26,576 25,676 26,626

   固定負債合計 575,406 2.5 588,128 2.3 586,747 2.4

   負債合計 5,759,566 25.0 5,716,628 22.1 7,039,092 28.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 1,835,722 8.0 2,597,406 10.1 1,835,722 7.3

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,753,445 2,513,808 1,753,445

   資本剰余金合計 1,753,445 7.6 2,513,808 9.7 1,753,445 7.0

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 260,979 260,979 260,979

 ２ 任意積立金 12,014,479 13,021,896 12,014,479 

 ３ 中間(当期)未処分 
   利益

1,241,158 1,302,422 1,866,895

   利益剰余金合計 13,516,617 58.5 14,585,298 56.4 14,142,354 56.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

222,005 0.9 437,632 1.7 319,509 1.3

Ⅴ 自己株式 △5,193 △0.0 △5,791 △0.0 △5,612 △0.0

   資本合計 17,322,597 75.0 20,128,354 77.9 18,045,419 71.9

   負債・資本合計 23,082,163 100.0 25,844,983 100.0 25,084,512 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 17,067,593 100.0 18,497,834 100.0 35,606,090 100.0

Ⅱ 売上原価 14,147,313 82.9 15,377,807 83.1 29,438,743 82.7

   売上総利益 2,920,280 17.1 3,120,027 16.9 6,167,348 17.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,103,448 12.3 2,239,555 12.1 4,215,873 11.8

   営業利益 816,832 4.8 880,472 4.8 1,951,474 5.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,068 1,376 1,916

 ２ 仕入割引 192,682 204,404 390,276

 ３ その他 67,592 54,198 122,030

   営業外収益合計 261,344 1.5 259,979 1.4 514,222 1.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,408 2,132 8,600

 ２ 売上割引 33,702 35,066 67,624

 ３ その他 125 19,972 62

   営業外費用合計 38,236 0.2 57,171 0.3 76,286 0.2

   経常利益 1,039,939 6.1 1,083,279 5.9 2,389,410 6.7

Ⅵ 特別利益 ─ ─ 24,643 0.1 24,880 0.1

Ⅶ 特別損失 6,619 0.0 21,098 0.1 36,019 0.1

   税引前中間(当期) 
   純利益

1,033,320 6.1 1,086,824 5.9 2,378,271 6.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

320,220 461,245 908,878

   法人税等調整額 115,181 435,401 2.6 △4,711 456,533 2.5 91,386 1,000,264 2.8

   中間(当期)純利益 597,918 3.5 630,290 3.4 1,378,006 3.9

   前期繰越利益 643,240 672,132 643,240

   中間配当額 ― ─ 154,350

   中間(当期)未処分 
   利益

1,241,158 1,302,422 1,866,895



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税引前中間(当期)純利益 1,033,320 1,086,824 2,378,271

 ２ 減価償却費 111,006 126,859 236,592

 ３ 受取利息及び受取配当金 △5,489 △7,122 △14,443

 ４ 支払利息 4,408 2,132 8,600

 ５ 固定資産除売却損益 6,619 10,762 11,139

 ６ 新株発行費償却 ─ 18,833 ─

 ７ 売上債権の増(△)減額 530,755 141,045 △518,467

 ８ たな卸資産の増(△)減額 65,313 △31,008 △6,866

 ９ 仕入債務の増減(△)額 △610,091 47,467 △52,726

 10 未払金及び 
   未払費用の増減(△)額

△35,135 △32,185 73,245

 11 退職給付引当金の減少額 △15,578 △12,323 △16,581

 12 役員退職慰労引当金の 
   増減(△)額

△234,586 14,654 △222,292

 13 その他 △63,061 △38,106 △38,969

    小計 787,481 1,327,832 1,837,501

 14 利息及び配当金の受取額 8,733 10,589 15,112

 15 利息の支払額 △4,477 △2,908 △8,085

 16 法人税等の支払額 △529,220 △521,445 △919,178

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

262,516 814,067 925,349

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による 
   支出

△264,546 △272,320 △592,060

 ２ 投資有価証券の取得による 
   支出

△308 △20,370 △619

 ３ 有形固定資産の売却による 
   収入

― 87,770 75,873

 ４ 貸付による支払 △2,000 ─ △2,000

 ５ 貸付金の回収による収入 270 5,370 7,321

 ６ その他 △817 △5,411 △9,668

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△267,402 △204,962 △521,153



 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増減(△)額 △100,000 △1,300,000 300,000

 ２ 株式の発行による収入 ― 1,503,214 ─

 ３ 配当金の支払額 △133,559 △154,003 △287,662

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△233,559 49,211 12,337

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減(△)額

△238,445 658,316 416,533

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

2,111,087 2,527,620 2,111,087

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

1,872,641 3,185,937 2,527,620



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

   移動平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

同左

 (2) 有価証券 

    子会社株式 

     移動平均法による原価法

 (2) 有価証券

    子会社株式

同左

 (2) 有価証券

    子会社株式

同左

    その他有価証券で時価のあ

るもの

     中間期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)

    その他有価証券で時価のあ

るもの

同左

    その他有価証券で時価のあ

るもの

     決算末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)

    その他有価証券で時価のな

いもの

     移動平均法による原価法

    その他有価証券で時価のな

いもの

同左

    その他有価証券で時価のな

いもの

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法

   主な耐用年数は以下のとおり

であります。

   建物 15年～50年、構築物

10年～40年、車両運搬具 ４

年～６年、工具器具備品３年

～６年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

   定額法

   主な耐用年数

   ソフトウェア(自社利用分)

   ５年

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左

 (3) 長期前払費用 

   定額法

 (3) 長期前払費用

同左

 (3) 長期前払費用

同左

３ 繰延資産の処理方法 ３ 繰延資産の処理方法 ３ 繰延資産の処理方法

─────  (1) 新株発行費 ─────

   支出時に全額費用として処理

しております。

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左



前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 (2) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。

   なお、会計基準変更時差異

(293,902千円)については、

10年による按分額の２分の１

を費用処理しております。

   数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定率法によ

り、発生事業年度から費用処

理しております。

 (2) 退職給付引当金

同左

 (2) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、計上しております。

   なお、会計基準変更時差異

(293,902千円)については、

償却期間を10年とする均等額

を費用処理しております。

   数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定率法によ

り、発生事業年度から費用処

理しております。

 (3) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規

定に基づく中間期末要支給額

を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

同左

 (3) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規

定に基づく期末要支給額を計

上しております。

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。また為替変動リスク

のヘッジについて振当て処理

の要件を充している場合に

は、振当て処理を採用してお

ります。

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ

ッジ方針

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 商品輸出による

外貨建売上債権

及び外貨建予定

取引

ヘッジ方針

ならびに有

効性の評価

為替変動リスク

の低減のために

対象債権の範囲

内でヘッジを行

っております。

なお、ヘッジ要

件を充たした契

約のみ行ってお

り、ヘッジの有

効性は常に保た

れております。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ

ッジ方針

同左

 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ

ッジ方針

同左



 
  

会計処理の変更 

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  中間キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同

等物)は手許現金、随時引き出

し可能な預金及び満期３ヶ月以

内の定期預金からなっておりま

す。

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

６ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び満期３ヶ月以内の

定期預金からなっております。

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 (1) 消費税等の処理方法

   税抜方式によっております。

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 (1) 消費税等の処理方法

同左

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

 (1) 消費税等の処理方法

同左

 (2) 税効果会計等

   中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期

において予定している利益処

分による圧縮積立金及び特別

償却積立金の取崩しを前提と

して、当中間会計期間に係る

金額を計算しております。

 (2) 税効果会計等

同左

―――

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

───── （固定資産の減損に係る会計基準） ─────

 当中間会計期間より、固定資産の減損
に係る会計基準（「固定資産の減損に係
る会計基準の設定に関する意見書」（企
業会計審議会 平成14年８月９日））及
び「固定資産の減損に係る会計基準適用
指針」（企業会計基準適用指針第６号 
平成15年10月31日）を適用しておりま
す。これによる損益に与える影響はあり
ません。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

 
  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,609,483千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,569,438千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,518,101千円

※２ 担保資産

  イ 担保提供資産

    投資有価証券 81,581千円

※２ 担保資産

  イ 担保提供資産

    投資有価証券 161,803千円

※２ 担保資産

  イ 担保提供資産

    投資有価証券 119,605千円

  ロ 上記に対応する債務

    買掛金 73,084千円

  ロ 上記に対応する債務

    買掛金 80,591千円

  ロ 上記に対応する債務

    買掛金 93,432千円

※３ 受取手形裏書譲渡高

175,028千円

※３ 受取手形裏書譲渡高

235,403千円

※３ 受取手形裏書譲渡高

213,194千円

※４ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

その他に含めて表示しており

ます。

※４ 消費税等の取扱い

同左

―――

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 106,650千円

無形固定資産 4,006千円

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 121,703千円

無形固定資産 4,747千円

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 227,584千円

無形固定資産 8,241千円

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,872,641千円

現金及び現金同等物 1,872,641千円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,185,937千円

現金及び現金同等物 3,185,937千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

現金及び預金勘定 2,527,620千円

現金及び現金同等物 2,527,620千円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 462,249 827,658 365,408

債券

社債 15,000 16,695 1,695

その他 18,687 25,581 6,894

計 495,936 869,934 373,998

中間貸借対照表計上額(千円)

子会社株式 5,400

その他有価証券
非上場株式(店頭売買株式を除く)

141,619

計 147,019



当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 475,191 1,197,897 722,706

債券

社債 15,000 15,960 960

その他 18,650 32,235 13,584

計 508,841 1,246,092 737,250

中間貸借対照表計上額(千円)

子会社株式 5,400

その他有価証券
非上場株式

149,359

計 154,759



前事業年度末(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 462,560 991,081 528,520

債券

社債 15,000 16,020 1,020

その他 18,687 27,404 8,717

計 496,247 1,034,505 538,257

貸借対照表計上額(千円)

子会社株式 5,400

その他有価証券
非上場株式

141,619

計 147,019



(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

（持分法損益等） 

 
  

（１株当たり情報） 

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
  

（重要な後発事象） 

前中間会計期間末
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度末
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 当社の利用しているデリバティブ

取引は、全てヘッジ会計が適用され

ております。

 為替予約取引額の中間期末残高は

ありません。 

 為替予約取引額の期末残高はあり

ません。 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

該当事項はありません。 同左 同左

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 1,683円43銭 1,767円15銭 1,750円52銭

１株当たり中間(当期)純利益
金額

58円11銭 57円19銭 130円71銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益
金額

─円─銭 －円－銭 ―円―銭

 潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額につ

いては、潜在株式が存在

しないため記載しており

ません。

同左

 潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在

しないため記載しており

ません。

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

中間(当期)純利益(千円) 597,918 630,290 1,378,006

普通株主に帰属しない金額(千円) 
（うち利益処分による役員賞与金）

―
（─）

―
（─）

33,000
(33,000)

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 597,918 630,290 1,345,006

期中平均株式数(株) 10,290,239 11,021,494 10,290,061

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

       ────        ────

1.平成17年５月30日を払込期日とする
一般募集による増資により、発行済
株式総数が950,000株、資本金が
657,400千円、資本準備金が656,260
千円それぞれ増加しております。

2.平成17年６月16日を払込期日とする
第三者割当による増資により、発行
済株式総数が150,700株、資本金が
104,284千円、資本準備金が104,103
千円それぞれ増加しております。



(2) 【その他】 

中間配当に関する事項 

平成17年11月７日開催の取締役会において、第81期(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)

の中間配当につき、次のとおり決議いたしました。 

 
  

中間配当金総額 170,854千円

１株当たりの中間配当額 15円



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第80期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 平成17年６月17日に近畿財務

局長に提出。 

(2)有価証券報告書の訂正報告書（上記(1)に係る有価証券報告書の訂正報告書） 

平成17年７月20日に近畿財務局長に提出。 

(3)有価証券届出書及びその添付書類（一般募集による増資） 

平成17年５月10日に近畿財務局長に提出。 

(4)有価証券届出書及びその添付書類（第三者割当による増資） 

平成17年５月10日に近畿財務局長に提出。 

(5)有価証券届出書の訂正届出書（上記(3)に係る有価証券届出書の訂正届出書） 

平成17年５月18日及び平成18年５月23日に近畿財務局長に提出。 

(6)有価証券届出書の訂正届出書（上記(4)に係る有価証券届出書の訂正届出書） 

平成17年５月18日及び平成18年５月23日に近畿財務局長に提出。 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

杉本商事株式会社 

 

  

 
  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている杉本商事株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第８０期事業年度の中間

会計期間(平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、杉本商事株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間(平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

平成16年12月９日

 取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

  
公認会計士  吉  川  郁  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

  
公認会計士  多  田  滋  和  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が中間財務諸表に添付する形で別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

杉本商事株式会社 

 

  

 
  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている杉本商事株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第８１期事業年度の中間

会計期間(平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、杉本商事株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間(平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

平成17年12月６日

 取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

  
公認会計士  吉  川  郁  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

  
公認会計士  多  田  滋  和  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が中間財務諸表に添付する形で別途保管しております。
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