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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81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 18,497,834 20,395,929 19,712,269 39,217,249 41,622,565

経常利益 (千円) 1,083,279 1,435,086 1,197,144 2,765,828 3,153,259

中間(当期)純利益 (千円) 630,290 833,226 681,187 1,632,322 1,806,946

持分法を適用した場合 
の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 2,597,406 2,597,406 2,597,406 2,597,406 2,597,406

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

純資産額 (千円) 20,128,354 21,505,415 22,568,397 21,131,797 22,262,846

総資産額 (千円) 25,844,983 27,855,405 28,404,210 27,594,164 29,022,844

１株当たり純資産額 (円) 1,767.15 1,888.10 1,981.50 1,851.77 1,954.63

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 57.19 73.15 59.81 142.10 158.64

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 15 20 20 40 45

自己資本比率 (％) 77.9 77.2 79.5 76.6 76.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 814,067 824,532 1,091,808 908,056 1,574,335

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △204,962 △313,013 △495,040 162,743 △720,186

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 49,211 △282,696 △283,852 △120,984 △510,065

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 3,185,937 3,706,259 4,134,436 3,477,436 3,821,520

従業員数 (名) 467 474 504 424 445



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19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数には、雇員(６名)及び嘱託(６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440

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) 504



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当中間期におけるわが国の経済は、堅調な輸出や継続的な企業収益の改善、雇用環境の改善による

個人消費などにより好況が見受けられるものの、米国のサブプライム問題に端を発した株価の低迷や

原油価格の高騰・消費財の値上げなどによる懸念材料を抱え、先行き不透明な状態で推移いたしまし

た。 

 機械工具販売業界におきましては、デジタル家電やＩＴ関連・鉄鋼関連にて設備投資の増加傾向が

見受けられるものの、大口受注先である自動車産業におきましての国内販売台数減や部品供給停止に

よる工場稼働の停滞などがあり、売り上げの拡大という状況ではなく、手堅く業績の確保と維持とい

う状況で推移いたしました。 

 このような景況のもと、当社といたしましては顧客ニーズを的確に把握し顧客満足度の向上・顧客

貢献を念頭においた営業活動と体制作り、人材採用・育成を進め、岡崎営業所の新築着工、淡路営業

所用地の追加購入をいたしました。 

 しかしながら全般的に受注低迷はさけられず、当中間期は売上高におきましては、197億12百万円

(前年同期比3.4%減)、経常利益は11億97百万円(前年同期比16.6%減)、中間純利益は６億81百万円(前

年同期比18.2減)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12億１百

万円を計上し、一部は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３億12百万円増加

し41億34百万円となりました。  

なお、当中間期末におけるフリー・キャッシュ・フローは９億48百万円です。 

  

(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２億67百万円増加し、10億91百万円となりました。

これは主に、税引前中間純利益12億１百万円、減価償却費１億18百万円、売上債権の減少11億７百

万円の収入に対し、仕入債務の減少５億32百万円、法人税等の支払額７億76百万円等の支払による

ものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は前中間期より１億82百万円増加し、４億95百万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得に４億69百万円支出したためであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果支出した資金は、前中間期よりも１百万円増加し、２億83百万円となりました。

これは配当金の支払いによるものであります。 

  

（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、前期事業年度末に比べ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 6,079,225 95.7

工作用器具 2,722,695 86.1

機械工具 3,675,233 105.5

空圧・油圧器具 2,698,426 92.3

その他 1,164,481 102.3

合計 16,340,062 95.8

部門別 売上金額(千円) 前年同期比(％)

測定器具 7,289,858 97.4

工作用器具 3,189,360 86.8

機械工具 4,479,809 104.0

空圧・油圧器具 3,277,387 93.3

その他 1,475,853 104.3

合計 19,712,269 96.6



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、当中間会計期間に取得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

倉敷営業所（仮称） 岡山県倉敷市の土地 609.54㎡ 57,020 平成19年６月

淡路営業所 大阪市東淀川区の土地 330.5㎡ 206,537 平成19年７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) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(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19年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成19年12月17日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

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19年４月１日から
― 11,399,237 ― 2,597,406 ― 2,513,808

平成19年９月30日



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱、日本マスタートラスト信託銀行㈱が所有する株式は信託業務に係るも

のであります。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75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(％)

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(注)

東京都中央区晴海１－８－11 382 3.4

杉 本   正 大阪府池田市 372 3.3

杉 本 健 次 大阪府池田市 341 3.0

杉 本 栄 作 東京都町田市 322 2.8

杉本商事従業員持株会 大阪市西区立売堀５丁目７番27号 284 2.5

杉 本 き み 大阪府池田市 270 2.4

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（注）

東京都港区浜松町２－11－３ 256 2.3

竹 田 和 平 名古屋市天白区 250 2.2

杉 本 正 広 大阪府池田市 242 2.1

福 本   勲 名古屋市中区 225 2.0

計 ─ 2,948 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       9,600

完全議決権株式(その他) 普通株式  11,374,200 113,742 ─

単元未満株式 普通株式    15,437 ─ 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 ─ 113,742 ─



② 【自己株式等】 

平成19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丁目７番27号 9,600 ─ 9,600 0.1

計 ─ 9,600 ─ 9,600 0.1

月別
平成19年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,917 1,915 1,915 1,913 1,868 1,820

最低(円) 1,858 1,837 1,862 1,816 1,756 1,670



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。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後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、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月

30日まで)の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19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 0.1％

② 売上高基準 0.1％

③ 利益基準 △0.3％

④ 利益剰余金基準 0.2％



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18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 3,706,259 4,134,436 3,821,520

 ２ 受取手形 ※3.5 7,176,712 6,682,173 7,393,448

 ３ 売掛金 6,650,643 6,485,053 6,895,324

 ４ たな卸資産 2,309,893 2,492,418 2,534,972

 ５ 繰延税金資産 188,103 186,063 204,585

 ６ その他 89,741 137,975 86,281

 ７ 貸倒引当金 △24,345 △10,720 △24,750

   流動資産合計 20,097,009 72.1 20,107,400 70.8 20,911,382 72.1

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  １ 建物 1,893,907 1,937,723 1,980,466

  ２ 土地 3,890,900 4,422,593 4,162,634

  ３ その他 305,353 328,778 270,681

   有形固定資産合計 6,090,161 21.9 6,689,095 23.5 6,413,783 22.1

 (2) 無形固定資産 48,543 0.2 46,067 0.2 45,972 0.1

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 ※２ 1,480,024 1,409,166 1,508,545

  ２ その他 192,360 203,359 193,600

  ３ 貸倒引当金 △52,694 △50,877 △50,439

   投資その他の 
   資産合計

1,619,690 5.8 1,561,647 5.5 1,651,705 5.7

   固定資産合計 7,758,396 27.9 8,296,810 29.2 8,111,462 27.9

   資産合計 27,855,405 100.0 28,404,210 100.0 29,022,844 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 買掛金 ※２ 4,241,144 3,830,430 4,362,683

 ２ 未払法人税等 635,000 527,500 822,000

 ３ その他 ※４ 878,622 923,251 965,669

   流動負債合計 5,754,766 20.7 5,281,182 18.6 6,150,352 21.2

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 57,130 3,268 62,412

 ２ 退職給付引当金 3,186 ― 6,461

 ３ 役員退職慰労引当金 511,291 526,896 517,305

 ４ その他 23,616 24,466 23,466

   固定負債合計 595,224 2.1 554,630 1.9 609,645 2.1

   負債合計 6,349,990 22.8 5,835,813 20.5 6,759,998 23.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 (1) 資本金 2,597,406 9.3 2,597,406 9.1 2,597,406 8.9

 (2) 資本剰余金

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

   資本剰余金合計 2,513,808 9.0 2,513,808 8.9 2,513,808 8.7

 (3) 利益剰余金

  １ 利益準備金 260,979 260,979 260,979

  ２ その他利益剰余金

    固定資産圧縮 
    積立金

54,249 76,885 60,467

    別途積立金 14,000,000 15,000,000 14,000,000

    繰越利益剰余金 1,609,721 1,729,447 2,349,424

   利益剰余金合計 15,924,950 57.2 17,067,312 60.1 16,670,870 57.4

 (4) 自己株式 △6,412 △0.0 △7,198 △0.0 △6,731 △0.0

   株主資本合計 21,029,753 75.5 22,171,329 78.1 21,775,354 75.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

475,662 397,067 487,491

   評価・換算差額等 
   合計

475,662 1.7 397,067 1.4 487,491 1.7

   純資産合計 21,505,415 77.2 22,568,397 79.5 22,262,846 76.7

   負債純資産合計 27,855,405 100.0 28,404,210 100.0 29,022,844 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19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 20,395,929 100.0 19,712,269 100.0 41,622,565 100.0

Ⅱ 売上原価 16,933,304 83.0 16,382,617 83.1 34,421,561 82.7

   売上総利益 3,462,624 17.0 3,329,652 16.9 7,201,004 17.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,252,533 11.1 2,359,775 12.0 4,511,530 10.8

   営業利益 1,210,090 5.9 969,876 4.9 2,689,473 6.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,379 1,226 1,943

 ２ 仕入割引 215,590 208,572 439,125

 ３ その他 47,462 65,833 103,637

   営業外収益合計 264,432 1.3 275,631 1.4 544,706 1.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,307 1,305 3,115

 ２ 売上割引 37,860 38,017 76,878

 ３ その他 268 9,041 925

   営業外費用合計 39,436 0.2 48,363 0.2 80,919 0.2

   経常利益 1,435,086 7.0 1,197,144 6.1 3,153,259 7.6

Ⅵ 特別利益 20,433 0.1 42,362 0.2 29,038 0.0

Ⅶ 特別損失 2,734 0.0 38,145 0.2 4,778 0.0

   税引前中間(当期) 
   純利益

1,452,786 7.1 1,201,361 6.1 3,177,520 7.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

616,387 498,889 1,386,699

   法人税等調整額 3,172 619,559 3.0 21,285 520,174 2.6 △16,125 1,370,573 3.3

   中間(当期)純利益 833,226 4.1 681,187 3.5 1,806,946 4.3



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

   

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

特別償却
積立金

固定資産圧
縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 
（千円）

2,597,406 2,513,808 260,979 1,734 20,162 13,000,000 2,133,600 △6,173 20,521,518

中間会計期間中の変動額

特別償却積立金の取崩 
（注）

△1,734 1,734 ─

固定資産圧縮積立金の積立 
（注）

34,763 △34,763 ─

固定資産圧縮積立金の取崩 
（注）

△676 676 ─

別途積立金の積立（注） 1,000,000 △1,000,000 ─

剰余金の配当（注） △284,752 △284,752

役員賞与（注） △40,000 △40,000

中間純利益 833,226 833,226

自己株式の取得 △239 △239

株主資本以外の項目の中間 
会期間中の変動額(純額)

─

中間会計期間中の変動額 
合計（千円）

─ ─ ─ △1,734 34,086 1,000,000 △523,878 △239 508,234

平成18年９月30日残高 
（千円）

2,597,406 2,513,808 260,979 ─ 54,249 14,000,000 1,609,721 △6,412 21,029,753

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高 
（千円）

610,279 610,279 21,131,797

中間会計期間中の変動額

特別償却積立金の取崩 
（注）

─

固定資産圧縮積立金の積立 
（注）

─

固定資産圧縮積立金の取崩 
（注）

─

別途積立金の積立（注） ─

剰余金の配当（注） △284,752

役員賞与（注） △40,000

中間純利益 833,226

自己株式の取得 △239

株主資本以外の項目の中間 
会期間中の変動額(純額)

△134,616 △134,616 △134,616

中間会計期間中の変動額 
合計（千円）

△134,616 △134,616 373,617

平成18年９月30日残高 
（千円）

475,662 475,662 21,505,415



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

固定資産圧
縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高 
（千円）

2,597,406 2,513,808 260,979 60,467 14,000,000 2,349,424 △ 6,731 21,775,354

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立 16,951 △16,951 ―

固定資産圧縮積立金の取崩 △533 533 ―

別途積立金の積立 1,000,000 △1,000,000 ―

剰余金の配当 △284,745 △284,745

中間純利益 681,187 681,187

自己株式の取得 △467 △467

株主資本以外の項目の中間 
会期間中の変動額(純額)

―

中間会計期間中の変動額 
合計（千円）

― ― ― 16,418 1,000,000 △619,976 △467 395,974

平成19年９月30日残高 
（千円）

2,597,406 2,513,808 260,979 76,885 15,000,000 1,729,447 △7,198 22,171,329

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高 
（千円）

487,491 487,491 22,262,846

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立 ―

固定資産圧縮積立金の取崩 ―

別途積立金の積立 ―

剰余金の配当 △284,745

中間純利益 681,187

自己株式の取得 △467

株主資本以外の項目の中間 
会期間中の変動額(純額)

△90,423 △90,423 △90,423

中間会計期間中の変動額 
合計（千円）

△90,423 △90,423 305,551

平成19年９月30日残高 
（千円）

397,067 397,067 22,568,397



前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

特別償却
積立金

固定資産圧
縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 
（千円）

2,597,406 2,513,808 260,979 1,734 20,162 13,000,000 2,133,600 △6,173 20,521,518

事業年度中の変動額

特別償却積立金の取崩 
（注）

△ 1,734 1,734 ―

固定資産圧縮積立金の積立 
（注）

34,763 △ 34,763 ―

固定資産圧縮積立金の積立 7,190 △ 7,190 ―

固定資産圧縮積立金の取崩 
（注）

△ 676 676 ―

固定資産圧縮積立金の取崩 △ 972 972 ―

別途積立金の積立（注） 1,000,000 △ 1,000,000 ―

剰余金の配当（注） △ 284,752 △ 284,752

剰余金の配当（中間配当） △ 227,799 △ 227,799

役員賞与（注） △ 40,000 △ 40,000

当期純利益 1,806,946 1,806,946

自己株式の取得 △ 558 △ 558

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

―

事業年度中の変動額合計 
（千円）

― ― ― △ 1,734 40,304 1,000,000 215,824 △ 558 1,253,836

平成19年３月31日残高 
（千円）

2,597,406 2,513,808 260,979 ― 60,467 14,000,000 2,349,424 △ 6,731 21,775,354



 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高 
（千円）

610,279 610,279 21,131,797

事業年度中の変動額

特別償却積立金の取崩 
（注）

―

固定資産圧縮積立金の積立 
（注）

―

固定資産圧縮積立金の積立 ―

固定資産圧縮積立金の取崩 
（注）

―

固定資産圧縮積立金の取崩 ―

別途積立金の積立（注） ―

剰余金の配当（注） △ 284,752

剰余金の配当（中間配当） △ 227,799

役員賞与（注） △ 40,000

当期純利益 1,806,946

自己株式の取得 △ 558

株主資本以外の項目の事業 
年度中の変動額(純額)

△ 122,787 △ 122,787 △ 122,787

事業年度中の変動額合計 
（千円）

△ 122,787 △ 122,787 1,131,048

平成19年３月31日残高 
（千円）

487,491 487,491 22,262,846



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19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 1,452,786 1,201,361 3,177,520

 ２ 減価償却費 119,879 118,722 247,161

 ３ 受取利息及び受取配当金 △9,652 △10,944 △23,657

 ４ 支払利息 1,307 1,305 3,115

 ５ 固定資産除売却損益 2,106 2,530 △10,957

 ６ 売上債権の増(△)減額 82,214 1,107,536 △378,797

 ７ たな卸資産の増(△)減額 △127,498 42,554 △352,576

 ８ 仕入債務の増減(△)額 44,252 △532,252 165,790

 ９ 未払金及び 
   未払費用の増減(△)額

25,638 △52,097 76,930

 10 退職給付引当金の減少額 △12,239 △13,384 △8,964

 11 役員退職慰労引当金の 
   増加額

9,854 9,591 15,868

 12 その他 △55,104 △18,993 △47,952

    小計 1,533,545 1,855,929 2,863,481

 13 利息及び配当金の受取額 13,482 14,073 22,469

 14 利息の支払額 △1,307 △1,305 △3,115

 15 法人税等の支払額 △721,187 △776,889 △1,308,499

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

824,532 1,091,808 1,574,335

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

△318,887 △469,615 △746,344

 ２ 投資有価証券の取得による 
   支出

△523 △67,952 △9,215

 ３ 有形固定資産の売却による 
   収入

9,631 44,793 38,576

 ４ 貸付金の回収による収入 370 370 740

 ５ その他 △3,604 △2,636 △3,942

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△313,013 △495,040 △720,186



 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19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 配当金の支払額 △282,696 △283,852 △510,065

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△282,696 △283,852 △510,065

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増加額

228,823 312,916 344,084

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

3,477,436 3,821,520 3,477,436

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

3,706,259 4,134,436 3,821,520



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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

は全部純資産直入法により

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

全部純資産直入法により処

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

   建物 

   旧定率法 

   建物以外 

   定率法 

   （なお平成19年３月31日以前 

   取得分については旧定率法）

      主な耐用年数は以下のとおり 

   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 

（会計方針の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正に伴

い、当中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資

産(建物を除く)について、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。

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) 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



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 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。

 (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。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左 

 

 

 

 

 

 

 (2) 退職給付引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

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。

４ 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。

４ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

４ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 (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。

５ 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。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ

ッジ方針

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ

ッジ方針

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 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。

６ 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。

６ 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

６ 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

の期末決算において予定して

いる固定資産圧縮積立金の取

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。

―――

   

―――



会計処理の変更 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

 当中間会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会平成17年12月

９日企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は21,505,415千円で

あります。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正によ

り、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

 当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(平成17年12月９日 企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号)を適用し

ております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は22,262,846千円で

あります。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正により、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。

――― ――― (役員賞与に関する会計基準)

 役員賞与は、従来、利益処分によ

る利益剰余金の減少として処理して

おりましたが、当事業年度から「役

員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号 平成17年11月29日）

に基づき発生時に費用処理しており

ます。この変更により、前事業年度

と同一の基準によった場合と比べ

「販売費及び一般管理費」が45,000

千円増加し、「営業利益」、「経常

利益」、「税引前当期純利益」がそ

れぞれ45,000千円減少しておりま

す。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,696,796千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,792,917千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,782,004千円

※２ 担保資産

  イ 担保提供資産

    投資有価証券 147,436千円

※２ 担保資産

  イ 担保提供資産

    投資有価証券 130,625千円

※２ 担保資産

  イ 担保提供資産

    投資有価証券 147,742千円

  ロ 上記に対応する債務

    買掛金 84,518千円

  ロ 上記に対応する債務

    買掛金 95,867千円

  ロ 上記に対応する債務

    買掛金 96,678千円

※３ 受取手形裏書譲渡高

244,884千円

※３ 受取手形裏書譲渡高

233,265千円

※３ 受取手形裏書譲渡高

270,296千円

※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

―――

※５ 中間期末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期

間の末日は金融機関の休日で

ありましたが、満期日に決済

が行われたものとして処理し

ております。当中間期末日満

期手形の金額は次のとおりで

あります。

   受取手形 683,503千円

   裏書手形 24,858千円

※５ 中間期末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期

間の末日は金融機関の休日で

ありましたが、満期日に決済

が行われたものとして処理し

ております。当中間期末日満

期手形の金額は次のとおりで

あります。

   受取手形 619,247千円

   裏書手形 25,364千円
 

※５ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、当会計期間の末日

は金融機関が休日でありまし

たが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しておりま

す。当期末日満期手形の金額

は次のとおりであります。

   受取手形 623,505千円

   裏書手形 26,247千円

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 116,280千円

無形固定資産 3,220千円

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 115,202千円

無形固定資産 3,191千円

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 240,225千円

無形固定資産 6,229千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   125株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

 
  

株式の種類 前事業年度末株式数
当中間会計期間増加

株式数
当中間会計期間減少

株式数
当中間会計期間末株

式数

普通株式(千株) 11,399 ― ― 11,399

株式の種類 前事業年度末株式数
当中間会計期間増加

株式数
当中間会計期間減少

株式数
当中間会計期間末株

式数

普通株式(株) 9,133 125 ― 9,258

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月16日 
定時株主総会

普通株式 284,752 25 平成18年３月31日 平成18年６月16日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月６日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 227,799 20 平成18年９月30日 平成18年11月30日



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   250株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

 
  

株式の種類 前事業年度末株式数
当中間会計期間増加

株式数
当中間会計期間減少

株式数
当中間会計期間末株

式数

普通株式(千株) 11,399 ― ― 11,399

株式の種類 前事業年度末株式数
当中間会計期間増加

株式数
当中間会計期間減少

株式数
当中間会計期間末株

式数

普通株式(株) 9,425 250 ― 9,675

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月15日 
定時株主総会

普通株式 284,745 25 平成19年３月31日 平成19年６月18日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月５日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 227,791 20 平成19年９月30日 平成19年11月30日



前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加株式数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 292株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

株式の種類 前事業年度末株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末株式数

普通株式(千株) 11,399 ― ― 11,399

株式の種類 前事業年度末株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末株式数

普通株式(株) 9,133 292 ― 9,425

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月16日 
定時株主総会

普通株式 284,752 25 平成18年３月31日 平成18年６月16日

平成18年11月６日 
取締役会

普通株式 227,799 20 平成18年９月30日 平成18年11月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月15日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 284,745 25 平成19年３月31日 平成19年６月18日

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 3,706,259千円

現金及び現金同等物 3,706,259千円

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 4,134,436千円

現金及び現金同等物 4,134,436千円

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 3,821,520千円

現金及び現金同等物 3,821,520千円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18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 

  

 
  

当中間会計期間末(平成19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 492,965 1,276,982 784,017

債券

社債 15,000 15,825 825

その他 15,982 32,458 16,475

計 523,947 1,325,265 801,317

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

取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 569,609 1,222,255 652,645

その他 15,982 32,251 16,268

計 585,592 1,254,507 668,914

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

149,259

計 154,659



前事業年度末(平成19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 493,603 1,295,747 802,143

債券

社債 15,000 15,562 562

その他 15,982 34,522 18,540

計 524,586 1,345,832 821,246

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

157,312

計 162,712



(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

(ストック・オプション等関係) 

  

 
  

(持分法損益等) 

  

 
  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

 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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

該当事項はありません。 同左 同左

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

該当事項はありません。 同左 同左



(１株当たり情報) 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益金額 

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 1,888円10銭 1,981円50銭 1,954円63銭

１株当たり中間(当期)純利益
金額

73円15銭 59円81銭 158円64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

中間貸借対照表の純資産の部の合計
金額（千円）

21,505,415 22,568,397 22,262,846

普通株式に係る純資産額（千円） 21,505,415 22,568,397 22,262,846

差額の主な内訳（千円） ― ― ―

普通株式の発行済株式数（千株） 11,399 11,399 11,399

普通株式の自己株式数（千株） 9 9 9

１株当たりの純資産額の算定に用い
られた普通株式の数（千株）

11,389 11,389 11,389

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) 833,226 681,187 1,806,946

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円)

833,226 681,187 1,806,946

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,390 11,389 11,389



(2) 【その他】 

中間配当に関する事項 

平成19年11月５日開催の取締役会において、第83期(平成19年４月１日から平成20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 227,791千円

１株当たりの中間配当額 20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82期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 平成19年６月15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19年９月18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１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第８２期事業年度の中間

会計期間(平成１８年４月１日から平成１８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、中間株主資本等変動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１８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１８年４月１日から平成１８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18年12月８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、金融商品取引法第１９３条の２第１項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１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第８３期事

業年度の中間会計期間(平成１９年４月１日から平成１９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、中間株主資本等変動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１９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１９年４月１日から平成１９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19年12月10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  梶  浦  和  人  ㊞

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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