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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85期
第１四半期
累計(会計)期間

第86期
第１四半期
累計(会計)期間

第85期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ６月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ６月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (千円) 5,098,1146,765,09424,724,151

経常利益又は経常損失(△) (千円) △152,873 184,158 196,991

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △106,852 73,682 90,408

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) 22,830,66522,830,98522,924,495

総資産額 (千円) 26,293,77126,858,96326,948,678

１株当たり純資産額 (円) 2,004.572,004.642,012.83

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) △9.38 6.47 7.94

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

自己資本比率 (％) 86.8 85.0 85.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,131,13132,7242,291,972

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △56,379 △87,175△465,300

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △102,111△102,875△229,151

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 8,074,8197,542,3727,699,699

従業員数 (名) 531 500 497

(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１四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１四半期会計期間において、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22年６月30日現在

従業員数(名) 500

(注)  従業員には、雇員（６名）及び嘱託（20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１四半期会計期間における仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 仕入実績(千円) 前年同四半期比(％)

東部 1,589,494 ―

中部 1,852,585 ―

西部 2,091,743 ―

海外 183,275 ―

合計 5,717,098 ―

(注) １　金額は仕入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) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売実績(千円) 前年同四半期比(％)

東部 1,901,364 ―

中部 2,224,588 ―

西部 2,426,555 ―

海外 212,586 ―

合計 6,765,094 ―

(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１四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】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

EDINET提出書類

杉本商事株式会社(E02760)

四半期報告書

 4/23



　

　

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１四半期におけるわが国の経済状況は、政府の経済政策や中国などを中心としたアジア地域を牽

引役として輸出関連業種に回復傾向が見受けられるものの、実体経済は力強さに欠け、設備投資の抑制や

雇用環境の悪化、急激な為替変動などにともない停滞感が依然として漂い、斑模様でまだまだ先の見通し

や予測がつきにくく、景気回復の実感をつかめない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、特に依存度の高い自動車、電機・電子部品業種において、エコ対象車

種での需要増や在庫調整の一巡により稼働率が上昇、輸出関連業種に外需依存ではありますが回復傾向

が顕著となってきています。ただ住宅建築関連分野や内需関連産業全般においては依然としてデフレ傾

向が続いており、結果として当社を取り巻く環境は回復基調ではあるものの、依然として景気の本格回復

への糸口が掴めてなく予測がつかない厳し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、経営努力を積み重ね、当第１四半期会計期間におきまして

は、売上高67億65百万円（前年同期比32.7%増）、経常利益１億84百万円（前年同四半期は経常損失１億

52百万円）、四半期純利益73百万円（前年同四半期は四半期純損失１億６百万円）となりました。

 

　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

 

（東部）

　東部では、内外政策効果とアジア地域の需要から、自動車・電機を中心に改善が続いており、これをうけ

て関連する材料・部材産業を中心に堅調に推移しました。

　この結果、当セグメントの売上高は19億１百万円、セグメント利益は19百万円となりました。

（中部）

　中部では、アジア向けの需要を背景に自動車関連や金属工作機械を中心に、電子・デバイス・半導体が

増加傾向となって堅調に推移しました。

　この結果、当セグメントの売上高は22億24百万円、セグメント利益は40百万円となりました。

（西部）

　西部では、アジア向け輸出の増加に牽引され通信・家電製品・化学を中心に堅調に推移しました。

　この結果、当セグメントの売上高は24億26百万円、セグメント利益は33百万円となりました。

（海外）

　アジア地域では、建築・造船関係は今ひとつ回復していませんが、電子・電機業界の景気回復を中心に

堅調に推移しました。

　この結果、当セグメントの売上高は２億12百万円、セグメント利益は13百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末の総資産は268億58百万円となり、前事業年度末に比べ89百万円減少しまし

た。これは主に有価証券が５億円減少する一方、現金及び預金が３億42百万円、商品が１億円増加したた

めであります。負債は40億27百万円となり、前事業年度末に比べ３百万円増加しました。これは未払費用

が１億13百万円増加する一方、買掛金が１億30百万円減少したためであります。また、純資産は228億30百

万円となり、前事業年度末に比べ93百万円減少しております。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四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75億42百万円となり、前事業年度末に比べ１億57百万円減少しました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における営業活動の結果得られた資金は32百万円（前年同四半期は２億31百万

円の収入）となりました。これらは主に、税引前四半期純利益１億57百万円、未払金及び未払費用の増額

１億13百万円の収入に対し、棚卸資産の増加１億、仕入債務の減少１億30百万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）

　当第１四半期会計期間における投資活動に使用した資金は87百万円（前年同四半期は56百万円の使

用）であります。これらは主に、有形固定資産の取得による支出であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における財務活動に使用した資金は１億２百万円（前年同四半期は１億２百万

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。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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。
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(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１四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１四半期会計期間において、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、

重要な変更並びに重要な設備の完了はありません。

　また、当第１四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・除却等の計画はありません。
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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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月12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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年６月30日 ― 11,399― 2,597,406― 2,513,808

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成22年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成22年３月31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　　　10,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 11,373,800 113,738 ―

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 ― 113,738 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式は、当社所有の自己株式54株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31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 10,000― 10,000 0.1

計 ― 10,000― 10,000 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22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 939 930 849

最低(円) 814 725 736

(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提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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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１四半期会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期累計期間

(平成21年４月１日から平成21年６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１四半期

会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22年６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１四半期会計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで)及び前第１四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第１四半期会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１

四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年６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。

　

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、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見

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　　　　0.6％

　③　利益基準　　　　　1.5％

　④　利益剰余金基準　　0.2％

　※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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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１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,542,372 6,199,699

受取手形及び売掛金 8,398,351 8,347,839

有価証券 1,000,000 1,500,000

商品 2,071,843 1,971,404

繰延税金資産 145,493 192,400

その他 102,896 81,212

貸倒引当金 △17,950 △17,834

流動資産合計 18,243,006 18,274,722

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１
 2,111,793

※１
 2,145,122

構築物（純額） ※１
 48,291

※１
 50,938

車両運搬具（純額） ※１
 66,054

※１
 60,272

工具、器具及び備品（純額） ※１
 81,743

※１
 74,626

土地 4,978,804 4,978,804

建設仮勘定 7,577 7,577

有形固定資産合計 7,294,264 7,317,342

無形固定資産

ソフトウエア 12,360 9,013

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 43,972 40,624

投資その他の資産

投資有価証券 955,886 1,045,076

関係会社株式 15,400 15,400

繰延税金資産 63,050 20,778

差入保証金 172,121 165,935

その他 97,568 95,106

貸倒引当金 △26,306 △26,307

投資その他の資産合計 1,277,719 1,315,989

固定資産合計 8,615,956 8,673,956

資産合計 26,858,963 26,948,678
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,754,636 2,885,533

未払金 100,413 138,555

未払費用 399,062 285,968

未払法人税等 46,400 34,800

未払消費税等 31,665 13,866

預り金 21,702 19,715

従業員預り金 242,147 238,322

その他 23,572 9,575

流動負債合計 3,619,600 3,626,337

固定負債

退職給付引当金 220,023 214,941

長期未払金 158,237 158,237

長期預り保証金 23,116 24,666

資産除去債務 7,000 －

固定負債合計 408,377 397,845

負債合計 4,027,978 4,024,182

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 17,630,921 17,671,130

自己株式 △7,719 △7,628

株主資本合計 22,734,417 22,774,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 96,567 149,778

評価・換算差額等合計 96,567 149,778

純資産合計 22,830,985 22,924,495

負債純資産合計 26,858,963 26,948,678
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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21年４月１日
  至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年６月30日)

売上高 5,098,114 6,765,094

売上原価 4,224,309 5,623,553

売上総利益 873,804 1,141,540

販売費及び一般管理費 ※１
 1,092,967

※１
 1,035,160

営業利益又は営業損失（△） △219,163 106,379

営業外収益

受取利息 2,268 2,323

受取配当金 104 485

仕入割引 44,305 64,795

不動産賃貸料 16,450 16,820

その他 11,582 5,927

営業外収益合計 74,712 90,352

営業外費用

支払利息 49 394

売上割引 8,374 11,588

その他 － 590

営業外費用合計 8,423 12,573

経常利益又は経常損失（△） △152,873 184,158

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,153 0

特別利益合計 3,153 0

特別損失

固定資産除売却損 17,972 20,133

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,000

特別損失合計 17,972 27,133

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △167,693 157,026

法人税、住民税及び事業税 12,321 42,278

法人税等調整額 △73,161 41,065

法人税等合計 △60,840 83,343

四半期純利益又は四半期純損失（△） △106,852 73,682
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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１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年６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
（△）

△167,693 157,026

減価償却費 63,839 59,320

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,872 5,081

受取利息及び受取配当金 △2,373 △2,808

支払利息 49 394

固定資産除売却損益（△は益） 17,972 20,133

売上債権の増減額（△は増加） 2,419,253 △50,397

たな卸資産の増減額（△は増加） 171,859 △100,439

仕入債務の増減額（△は減少） △102,389 △130,896

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 181,523 113,381

その他 △322,134 △25,864

小計 2,282,779 44,931

法人税等の支払額 △162,121 △23,778

その他の収入 10,472 11,571

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,131,131 32,724

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 △85,817 △77,600

その他 29,437 △9,575

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,379 △87,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △102,111 △102,875

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,111 △102,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,972,640 △157,327

現金及び現金同等物の期首残高 6,102,179 7,699,699

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 8,074,819

※1
 7,542,372
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【継続企業の前提に関する事項】

　

当第１四半期会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【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】

　

項目
当第１四半期会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１  会計処理基準に関する事項の変更 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企
業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月
31日）を適用しております。
　これにより、営業利益及び経常利益に与える影響はありませんが、税
引前四半期純利益は7,000千円減少しております。また、当会計基準等
の適用開始による資産除去債務の変動額は7,000千円であります。

　

【表示方法の変更】

　

当第１四半期会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第１四半期会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　

当第１四半期会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６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１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 3,005,669千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 3,103,165千円

　２　受取手形裏書譲渡高 129,483千円 　２　受取手形裏書譲渡高 124,864千円

　

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

　
前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６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 475,965千円 　　　　給料手当 474,022千円

　　　　賞与 90,096千円 　　　　賞与 100,000千円

　　　　法定福利費 70,933千円 　　　　法定福利費 62,090千円

　　　　退職給付費用 76,528千円 　　　　退職給付費用 59,063千円

　　　　減価償却費 63,839千円 　　　　減価償却費 59,320千円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６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

現金及び預金勘定 8,074,819千円

現金及び現金同等物 8,074,819千円

※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

現金及び預金勘定 6,542,372千円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到達する有価証券
1,000,000千円

現金及び現金同等物 7,542,372千円

　

(株主資本等関係)

　当第１四半期会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成

22年６月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 11,399,237

　

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 10,159

　

３  新株予約権等に関する事項

　　　　該当事項はありません。
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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22年６月18日
定時株主総会

普通株式 113,891 10平成22年３月31日 平成22年６月21日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第１四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の

末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

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。

　

(金融商品関係)

金融商品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。

　

(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。

　

(持分法損益等)

　　　　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。

　

(企業結合等関係)

　　　　該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社は、営業所単位で独立採算性の営業を展開しており、営業所単位で財務情報が入手可能であり、

取締役会では、経営の判断、業績の評価・検討を営業所単位で行っております。当社の取扱商品は測定

器具・機械器具を中心に工場等で使用される機械、工具、工場用品、消耗品等を販売しております。当社

の営業方針は、地域密着型の営業であり、新規の営業所開設、拡張、廃止は地域性を重視して判断・検討

を行っております。また、営業方針も地域性を重視した営業戦略を立案し活動をおこなっております。

従って個々の営業所を販売地域別に集約して報告セグメントとしております。

　なお、東部は墨田営業所・大森営業所・川崎営業所・土浦営業所等、中部は名古屋営業所・浜松営業

所・堀田営業所・小牧営業所等、西部は日測営業所・東大阪営業所・十三営業所・日之出営業所等、海

外は貿易部としております。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日） (単位：千円)

　

報告セグメント
合計

東部 中部 西部 海外

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する 1,901,3642,224,5882,426,555212,5866,765,094

　    売上高 　 　 　 　 　

　(2) セグメント間の 　 　 　 　 　

　　　内部売上高又は － － － － －

　　　振替高 　 　 　 　 　

計 1,901,3642,224,5882,426,555212,5866,765,094

セグメント利益 19,286 40,158 33,615 13,319 106,379

     （注）　報告セグメントの利益の金額は、四半期損益計算書の営業利益で行っており差額はありません。

　

３　報告セグメントごとの固定資産の減損減失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 2,004円64銭
　

　 　

　 2,012円83銭
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 22,830,985 22,924,495

普通株式に係る純資産額(千円) 22,830,985 22,924,495

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

普通株式の自己株式数(千株) 10 10

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

　

前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △９円38銭
　

１株当たり四半期純利益金額 ６円47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、潜在株式が存在していないため、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１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)(千円)

△106,852 73,682

普通株式に係る四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)(千円)

△106,852 73,682

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

　

(重要な後発事象)

　　　　該当事項はありません。

　

２ 【その他】

　　　　該当事項はありません。
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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21年８月４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　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　藤　　井　　睦　　裕　　㊞

　
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１四半期会計期間(平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年６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６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・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22年８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　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　藤　　井　　睦　　裕　　㊞

　
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22年４月１日から平成23年３月31日までの第86期事業年度の第１四半期会計期間(平成

22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年６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22年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・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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