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第一部 【企業情報】

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

　

回次
第84期
第２四半期
累計期間

第85期
第２四半期
累計期間

第84期
第２四半期
会計期間

第85期
第２四半期
会計期間

第84期

会計期間

自  平成20年
     ４月１日
至  平成20年
     ９月30日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成20年
     ７月１日
至  平成20年
     ９月30日

自  平成21年
     ７月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成20年
     ４月１日
至  平成21年
     ３月31日

売上高 (千円) 19,285,92110,839,0309,758,2805,740,91634,168,042

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) 1,042,596△ 144,746561,368 8,127 1,607,719

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 499,408△ 101,924281,135 4,928 602,026

資本金 (千円) ― ― 2,597,4062,597,4062,597,406

発行済株式総数 (千株) ― ― 11,399 11,399 11,399

純資産額 (千円) ― ― 23,216,19122,818,84422,972,669

総資産額 (千円) ― ― 29,093,60926,363,38026,818,731

１株当たり純資産額 (円) ― ― 2,038.392,003.532,017.03

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) 43.85 △　8.95 24.68 0.43 52.86

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 20 10 20 10 30

自己資本比率 (％) ― ― 79.8 86.6 85.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,547,1482,768,787 ― ― 3,230,406

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 661,332△ 64,508 ― ― △ 843,997

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 284,076△ 113,365 ― ― △ 512,265

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 4,829,7748,693,0916,102,179

従業員数 (名) ― ― 509 519 485

(注)　１　当社は、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」の記載は省略してお

　　ります。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(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。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において当社の企業集団において営まれている事業の内容に重要な変更はありま

せん。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数(名) 519

(注)  従業員数には雇員（６名）及び嘱託（19名）を含めております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第２四半期会計期間における部門別内訳は次のとおりであります。

　

部門名 仕入金額（千円） 前年同四半期比(%)

測定器具 1,626,775 53.8

工作用器具 501,736 37.9

機械工具 1,072,744 60.9

空圧・空圧器具 885,654 65.9

その他 418,394 68.6

合計 4,505,306 55.9

(注) １  金額は、仕入価格によっております。

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

当第２四半期会計期間における部門別内訳は次のとおりであります。

　

部門名 売上金額（千円） 前年同四半期比(%)

測定器具 2,058,553 57.1

工作用器具 689,074 43.9

機械工具 1,359,302 62.5

空圧・空圧器具 1,094,511 66.5

その他 539,476 70.2

合計 5,740,916 58,8

(注) １　金額は販売価格によっております。

２　上記の金額は消費税等を含んでおりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期会計期間におけるわが国の経済状況は、実体経済の悪化により設備投資の抑制や大幅な株

価の下落、雇用環境の悪化、円高の進行など景気後退が深刻化し、まだまだ先の見通しや予測がつかない困

難な状況にて推移いたしました。

　機械工具販売業界におきましても、前半は特に依存度の高い自動車、電機・電子業界等の大幅減産による

在庫調整の影響等により、設備の一時稼働停止や投資抑制が顕著となり大幅に悪化いたしました。後半は電

機・電子業界の在庫調整の一巡や自動車業界において一部エコ対象車種での需要の高まりにより稼働率の

回復傾向が見えております。ただ住宅建築関連分野や内需関連産業においては低迷が続いており、結果とし

て産業界全般において停滞感や減速感が漂い、いまだ景気上昇への糸口が掴めてなく予測がつかない状況

にて推移いたしました。

 このような状況のもと当社といたしましては、経営努力を積み重ねながら努めましたが、受注低迷は避け

られず、当第２四半期会計期間において売上高57億40百万円（前年同期比△41.2%）、経常利益８百万円

（前年同期比△98.6%）、四半期純利益４百万円（前年同期比△98.2%）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期会計期間末の総資産は263億63百万円となり、前事業年度末に比べ４億55百万円減少しまし

た。これは主に現金及び預金が25億90百万円、投資有価証券が１億５百万円増加する一方、受取手形及び売

掛金が25億98百万円、商品が４億61百万円減少したためであります。負債は35億44百万円となり、前事業年

度末に比べ３億１百万円減少しました。これは未払金が１億66百万円増加する一方、支払手形及び買掛金が

29百万円、未払法人税等が１億42百万円、長期未払金が３億56百万円減少したためであります。また、純資産

は228億18百万円となり、前事業年度末に比べ１億53百万円減少しております。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

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「資金」という。)は、以下に記載のキャッ

シュ・フローにより86億93百万円となり、前事業年度末に比べ25億90百万円増加しました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は６億37百万円（前年同四半期は10億98百万円の獲得）となりました。これ

らは主に、売上債権の減少１億77百万円、たな卸資産の減少２億89百万円、仕入債務の増加72百万円の収入

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８百万円（前年同四半期は４億４百万円の使用）であります。これらは主に、

有形固定資産の売却による収入22百万円に対し、貸付による支出31百万円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11百万円（前年同四半期は36百万円の使用）となりました。これは配当金の支

払に支出したためであります。

EDINET提出書類

杉本商事株式会社(E02760)

四半期報告書

 5/24



(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社を取り巻く環境は、新しい産業の発展による、新製品、新技術の開発が行われ、精密機器・精密工具

等、機械工具販売業界に対するニーズも増大しており、情報化社会の発達とともに、ますます迅速な対応

が求められております。

　当社といたしましては、あらゆる産業のニーズに対応すべく情報の共有化、合理化、業務体制の一層の効

率化を推進すべく、ＩＴ技術を積極的に取り入れ、業務の改善とスピード化を目指しております。また、商

圏の拡大を目指し新規営業所及び連絡所の開設とともに他社との差別化を図るべく、若手人材の確保と

提案営業を出来る人材の育成に努め、よりきめ細かい営業活動を行うように徹底してまいります。

　

(7) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めてい

ますが、当社を取り巻く事業環境は、景気の流れ、工業指数の流れ、デジタル機器や自動車産業における事

業展開の動向等、さまざまな要因が複雑に影響するため予想不可能な部分も数多くあります。今後の方針

としましては、これらの外部影響を最小限に押さえ、業績の拡大を図るため、異業種への取り組み、新規開

拓、物流のスピード化、提案型営業の展開、環境関連商品のノウハウの蓄積、数多い取り扱い商品のさらな

る拡大を中心に取り組んでまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設・除却等はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 28,000,000

計 28,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月13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 11,399,23711,399,237

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株で
あります。

計 11,399,23711,399,237― ―

　

(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、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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21年９月30日 ― 11,399― 2,597,406― 2,513,808
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(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

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(注1) 大阪府池田市 372 3.3

杉　本　健　次 大阪府池田市 335 2.9

杉　本　栄　作 東京都町田市 322 2.8

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託
口)(注2)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 304 2.7

杉　本　き　み 大阪府池田市 255 2.3

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 250 2.2

竹　田　和　平 名古屋市天白区 250 2.2

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社(信託口)
(注2)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 244 2.1

杉　本　正　広 大阪府池田市 242 2.1

福　本　　　勲 名古屋市中区 220 1.9

計 ─ 2,799 24.5

(注)１．株主　杉本正氏は平成21年４月27日に死去されていますが、相続手続中のため、株主名簿の通り記載してお　　

　ります。　

　　２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式は信

　託業務に係るものであります。　
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

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　　　9,900

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 11,374,400 113,744 ―

単元未満株式 普通株式     14,937― 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 ― 113,744 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式は、当社所有の自己株式５株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

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 9,900 ― 9,900 0.1

計 ― 9,900 ― 9,900 0.1

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月

　
５月

　
６月

　
７月

　
８月

　
９月

最高(円) 906 855 897 981 1,013 999

最低(円) 822 810 828 862 897 892

(注)最高・最低価格は東京証券取引所市場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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
常務取締役
営業副本部長
第三直需部長

藤　川　晃　正 平成21年９月21日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間

(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期

会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年９月30日まで)は、改正後の四半期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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間(平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。また当第２四半期

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日

から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年

７月１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

　

３  四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64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、経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は

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。

　①　資産基準　　　　　0.2％

　②　売上高基準　　　　0.5％

　③　利益基準　　　　　6.1％

　④　利益剰余金基準　　0.2％

　※会社間項目の消却後の数値により算出しております。

（注）利益基準は一時的な要因で高くなっております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,693,091 6,102,179

受取手形及び売掛金 6,661,852 9,260,481

商品 2,263,875 2,725,471

繰延税金資産 232,637 126,945

その他 63,603 71,751

貸倒引当金 △11,516 △14,109

流動資産合計 17,903,545 18,272,718

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１
 2,229,379

※１
 2,238,234

構築物（純額） ※１
 55,073

※１
 58,541

車両運搬具（純額） ※１
 74,765

※１
 79,421

工具、器具及び備品（純額） ※１
 70,799

※１
 87,092

土地 4,715,568 4,763,154

建設仮勘定 － 59,246

有形固定資産合計 7,145,586 7,285,690

無形固定資産

ソフトウエア 11,347 14,441

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 42,959 46,053

投資その他の資産

投資有価証券 928,405 822,978

繰延税金資産 120,847 189,087

差入保証金 184,164 185,792

その他 81,728 59,755

貸倒引当金 △43,856 △43,345

投資その他の資産合計 1,271,289 1,214,269

固定資産合計 8,459,834 8,546,012

資産合計 26,363,380 26,818,731
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,182,423 2,212,292

未払金 421,530 254,628

未払費用 233,010 228,112

未払法人税等 32,000 174,000

未払消費税等 15,652 －

預り金 17,252 17,968

従業員預り金 242,624 253,324

その他 17,373 11,956

流動負債合計 3,161,866 3,152,284

固定負債

退職給付引当金 191,934 146,592

長期未払金 166,218 522,718

長期預り保証金 24,516 24,466

固定負債合計 382,669 693,777

負債合計 3,544,536 3,846,061

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 2,513,808

利益剰余金 17,592,690 17,808,508

自己株式 △7,499 △7,487

株主資本合計 22,696,406 22,912,237

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 122,437 60,432

評価・換算差額等合計 122,437 60,432

純資産合計 22,818,844 22,972,669

負債純資産合計 26,363,380 26,818,731
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(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20年４月１日
  至 平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年９月30日)

売上高 19,285,921 10,839,030

売上原価 16,033,760 9,019,352

売上総利益 3,252,161 1,819,678

販売費及び一般管理費 ※１
 2,426,639

※１
 2,094,631

営業利益又は営業損失（△） 825,521 △274,953

営業外収益

受取利息 2,247 4,872

受取配当金 8,346 4,434

仕入割引 202,938 91,295

不動産賃貸料 － 33,607

その他 41,922 14,827

営業外収益合計 255,455 149,038

営業外費用

支払利息 1,362 1,443

売上割引 36,493 16,878

その他 523 509

営業外費用合計 38,380 18,831

経常利益又は経常損失（△） 1,042,596 △144,746

特別利益

固定資産売却益 365 3,094

貸倒引当金戻入額 1,816 2,917

特別利益合計 2,182 6,012

特別損失

固定資産除売却損 9,675 18,510

投資有価証券評価損 48,676 －

役員退職慰労金 82,000 －

その他 1,890 470

特別損失合計 142,242 18,980

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 902,536 △157,714

法人税、住民税及び事業税 456,220 24,112

法人税等調整額 △53,092 △79,903

法人税等合計 403,128 △55,790

四半期純利益又は四半期純損失（△） 499,408 △101,924
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
  至 平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
  至 平成21年９月30日)

売上高 9,758,280 5,740,916

売上原価 8,105,540 4,795,042

売上総利益 1,652,739 945,873

販売費及び一般管理費 ※１
 1,201,777

※１
 1,001,663

営業利益又は営業損失（△） 450,962 △55,790

営業外収益

受取利息 1,322 2,604

受取配当金 7,759 4,329

仕入割引 99,858 46,989

不動産賃貸料 － 17,157

その他 20,438 3,244

営業外収益合計 129,379 74,325

営業外費用

支払利息 1,270 1,394

売上割引 17,216 8,504

その他 486 509

営業外費用合計 18,973 10,407

経常利益 561,368 8,127

特別利益

固定資産売却益 － 3,094

貸倒引当金戻入額 1,816 －

特別利益合計 1,816 3,094

特別損失

固定資産除売却損 9,010 537

投資有価証券評価損 48,676 －

貸倒引当金繰入額 － 705

その他 900 －

特別損失合計 58,586 1,243

税引前四半期純利益 504,598 9,978

法人税、住民税及び事業税 351,049 11,791

法人税等調整額 △127,586 △6,741

法人税等合計 223,462 5,050

四半期純利益 281,135 4,928
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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20年４月１日
  至 平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21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又は税引前四半期純損失
（△）

902,536 △157,714

減価償却費 123,636 128,908

受取利息及び受取配当金 △10,594 △9,307

支払利息 1,362 1,443

固定資産除売却損益（△は益） 9,310 15,415

売上債権の増減額（△は増加） 1,848,943 2,597,078

たな卸資産の増減額（△は増加） △105,917 461,595

仕入債務の増減額（△は減少） △573,398 △29,869

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △62,328 232,079

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,239 45,342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △540,638 －

その他 618,433 △366,146

小計 2,230,586 2,918,825

法人税等の支払額 △699,320 △162,512

その他の収入 15,882 12,475

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,547,148 2,768,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △604,045 △91,689

その他 △57,286 27,180

投資活動によるキャッシュ・フロー △661,332 △64,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △284,076 △113,365

財務活動によるキャッシュ・フロー △284,076 △113,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 601,740 2,590,912

現金及び現金同等物の期首残高 4,228,034 6,102,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,829,774

※1
 8,693,091
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

　

【表示方法の変更】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

（四半期損益計算書関係）
　前第２四半期累計期間において「不動産賃貸料」は、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、営
業外収益の総額の100分の20を越えたため、当第２四半期累計期間より独立掲記しております。なお、前第２四半期累
計期間における営業外収益の「その他」に含まれている「不動産賃貸料」は、32,522千円であります。

　

当第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

（四半期損益計算書関係）

　前第２四半期会計期間において「不動産賃貸料」は、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、

営業外収益の総額の100分の20を越えたため、当第２四半期会計期間より独立掲記しております。なお、前第２四半

期会計期間における営業外収益の「その他」に含まれている「不動産賃貸料」は、16,195千円であります。

　前第２四半期会計期間において「貸倒引当金繰入額」は、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました

が、特別損失の100分の20を越えたため、当第２四半期会計期間より独立掲記しております。なお、前第２四半期会

計期間における特別損失の「その他」に含まれている「貸倒引当金繰入額」は、900千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,985,608千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,971,714千円

　２　受取手形裏書譲渡高 108,303千円 　２　受取手形裏書譲渡高 138,015千円

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　
前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの 　 ※１　販売費及び一般管理費の主なもの 　

　　　　給料手当 1,008,979千円 　　　　給料手当 943,602千円

　　　　賞与 312,162千円 　　　　賞与 165,096千円

　　　　法定福利費 156,681千円 　　　　法定福利費 130,140千円

　　　　退職給付費用 127,111千円 　　　　退職給付費用 152,640千円

　　　　減価償却費 123,636千円 　　　　減価償却費 128,908千円

　

第２四半期会計期間

　
前第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの 　 ※１　販売費及び一般管理費の主なもの 　

　　　　給料手当 499,278千円 　　　　給料手当 467,636千円

　　　　賞与 159,000千円 　　　　賞与 75,000千円

　　　　法定福利費 77,081千円 　　　　法定福利費 59,206千円

　　　　退職給付費用 63,569千円 　　　　退職給付費用 76,111千円

　　　　減価償却費 63,599千円 　　　　減価償却費 65,069千円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借　

 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 4,829,774 千円

 現金及び現金同等物 4,829,774 千円
　

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

 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 8,693,091 千円

 現金及び現金同等物 8,693,091 千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自  平成21年４月１日  至  平

成21年９月30日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 11,399,237

　

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 9,905

　

　

３  新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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 配当の原資

平成21年６月19日
定時株主総会

普通株式 113,893 10平成21年３月31日 平成21年６月22日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当第２四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力

発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの

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 配当の原資

平成21年10月20日
取締役会

普通株式 113,893 10平成21年９月30日 平成21年11月30日 利益剰余金

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

　 2,003円53銭
　

　 2,017円03銭
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 22,818,844 22,972,669

普通株式に係る純資産額(千円) 22,818,844 22,972,669

普通株式の発行済株式数(千株) 11,399 11,399

普通株式の自己株式数(千株) 9 9

１株当たり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

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

第２四半期累計期間

　
前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 43円85銭
　

１株当たり四半期純損失金額(△) △８円95銭
　

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半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。

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)(千円)

499,408 △ 101,924

普通株式に係る四半期純利益
又は純損失(△)(千円)

499,408 △ 101,924

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,389 11,389

　

EDINET提出書類

杉本商事株式会社(E02760)

四半期報告書

20/24



第２四半期会計期間

　
前第２四半期会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 24円68銭
　

１株当たり四半期純利益金額 ０円43銭
　

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半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。

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 281,135 4,928

普通株式に係る四半期純利益(千円) 281,135 4,928

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,389 11,389

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第85期(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)中間配当については、平成21年10月20日開催の取

締役会において、平成21年９月30日の最終株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこ

とに決議いたしました。

　 ①　配当金の総額 113,893千円

　 ②　１株当たりの金額 10円

　 ③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成21年11月30日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月５日

杉本商事株式会社

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　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　藤　　井　　睦　　裕　　印

　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている杉本

商事株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第84期事業年度の第２四半期会計期間(平成

20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期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20年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

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

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月５日

杉本商事株式会社

取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　梶　　浦　　和　　人　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　藤　　井　　睦　　裕　　印

　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている杉本

商事株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第85期事業年度の第２四半期会計期間(平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期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21年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

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

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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