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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２四半期
累計期間

第86期
第２四半期
累計期間

第85期
第２四半期
会計期間

第86期
第２四半期
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
     ９月30日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22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22年
     ７月１日
至  平成22年
     ９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) 10,839,03013,945,1145,740,9167,180,01924,724,151

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) △ 144,746487,361 8,127 303,203 196,991

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △ 101,924171,920 4,928 98,237 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) ― ― 22,818,84422,912,16522,924,495

総資産額 (千円) ― ― 26,363,38026,948,94726,948,678

１株当たり純資産額 (円) ― ― 2,003.532,011.782,012.83

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) △　8.95 15.10 0.43 8.63 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) 10 10 10 10 20

自己資本比率 (％) ― ― 86.6 85.0 85.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,768,787408,627 ― ― 2,291,972

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 64,508△327,678 ― ― △ 465,300

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 113,365△ 113,816 ― ― △ 229,151

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 8,693,0917,666,8327,699,699

従業員数 (名) ― ― 519 492 497

(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、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９月30日現在

従業員数(名) 492

(注)  従業員には、雇員（５名）及び嘱託（21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 1,653,967 ―

中部 1,829,143 ―

西部 2,138,029 ―

海外 177,814 ―

合計 5,798,954 ―

(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２四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 2,039,753 ―

中部 2,294,905 ―

西部 2,630,378 ―

海外 214,982 ―

合計 7,180,019 ―

(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、当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２四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。
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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、政府の経済施策や中国やインドなどを中心とし

たアジア地域においての経済成長を牽引役として輸出関連業種を中心に景気回復傾向が見受けられるも

のの、その足取りは力強さを感じるまでには至らず、内需関連業種もデフレ懸念から設備投資の拡大には

至っておりません。また雇用環境の悪化や急激な為替変動などにともない先行きの不透明感は依然強く、

まだまだ予測がつきにくく、足踏み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、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。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

続いております。また、すべての製造業種において為替変動への不安感や警戒感が感じられます。結果と

して当社を取り巻く環境は回復基調を維持してはいるものの、まだまだ景気の本格回復への力強い足取

り状況ではなく、予断を許さ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、経営努力を積み重ね、当第２四半期会計期間において売上

高71億80百万円（前年同期比25.1%増）、経常利益３億３百万円（前年同期は経常利益８百万円）、四半

期純利益98百万円（前年同期は四半期純利益４百万円）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。

　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、アジア向けの需要から電機・電子・液晶・半導体を中心に改善が続いており、自動車関連も

エコカー減税等の効果により部品加工が堅調に推移しました。

　この結果、当セグメントの売上高は20億39百万円、セグメント利益は44百万円となりました。

（中部）

　中部では、アジア向けの需要を背景に工作機械・半導体の需要とエコカー減税等の各種政策の影響で堅

調に推移しました。

　この結果、当セグメントの売上高は22億94百万円、セグメント利益は70百万円となりました。

（西部）

　西部では、アジア向け輸出の液晶・半導体設備の需要に牽引され増加傾向となり堅調に推移しました。

　この結果、当セグメントの売上高は26億30百万円、セグメント利益は84百万円となりました。

（海外）

　アジア地域では、中国及び韓国の電子・半導体業界が好調であり堅調に推移しました。

　この結果、当セグメントの売上高は２億14百万円、セグメント利益は16百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末とほぼ同額の269億48百万円となりました。これは

主に有価証券が５億円、投資有価証券が１億74百万円、商品が59百万円減少する一方、現金及び預金が４

億67百万円、建設仮勘定が２億32百万円増加したためであります。負債は40億36百万円となり、前事業年

度末に比べて12百万円増加しました。これは主に未払法人税等が１億20百万円増加する一方、買掛金が95

百万円減少したためであります。また、純資産は229億12百万円となり、前事業年度末に比べて12百万円減

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76億66百万円となり、前事業年度末に比べ32百万円減少しました。

 

(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３億75百万円（前年同四半期は６億37百万円の収入）となりました。こ

れらは主に、税引前四半期純利益２億31百万円、たな卸資産の減少１億59百万円の収入に対し、売上債権

の増加63百万円、未払金及び未払費用の減少１億16百万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）

　投資活動に使用した資金は２億40百万円（前年同四半期は８百万円の使用）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）

　財務活動に使用した資金は10百万円（前年同四半期は11百万円の使用）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。
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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

前四半期会計期間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

設備計画の完了はありません。

　また、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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11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９月30日 ― 11,399― 2,597,406― 2,513,808
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(6) 【大株主の状況】

平成22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　広 大阪府池田市 519 4.6

杉　本　健　次 大阪府池田市 328 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1)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 286 2.5

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 267 2.3

杉　本　利　夫 大阪府池田市 263 2.3

竹　田　和　平 名古屋市天白区 250 2.2

杉　本　き　み 大阪府池田市 240 2.1

福　本　　　勲 名古屋市中区 220 1.9

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社(信託口)
(注1)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 217 1.9

計 ─ 2,917 25.6

(注) １　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。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22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　　　10,200

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 11,374,000 113,740 ―

単元未満株式 普通株式     15,037― 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 ― 113,740 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式は、当社所有の自己株式10株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成22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 10,200― 10,200 0.1

計 ― 10,200― 10,200 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

　
７月

　
８月

　
９月

最高(円) 939 930 849 818 772 741

最低(円) 814 725 736 748 683 686

(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、当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)及び前第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22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22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21年７月１日か

ら平成21年９月30日まで)及び前第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

る四半期財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２

四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22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。

　

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　　　　　0.9％

　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２四半期会計期間末
(平成22年９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 6,666,832 6,199,699

受取手形及び売掛金 8,462,621 8,347,839

有価証券 1,000,000 1,500,000

商品 1,912,377 1,971,404

繰延税金資産 107,352 192,400

その他 96,860 81,212

貸倒引当金 △18,316 △17,834

流動資産合計 18,227,727 18,274,722

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１
 2,076,806

※１
 2,145,122

構築物（純額） ※１
 45,644

※１
 50,938

車両運搬具（純額） ※１
 58,434

※１
 60,272

工具、器具及び備品（純額） ※１
 75,931

※１
 74,626

土地 4,978,804 4,978,804

建設仮勘定 239,858 7,577

有形固定資産合計 7,475,480 7,317,342

無形固定資産

ソフトウエア 11,593 9,013

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 43,205 40,624

投資その他の資産

投資有価証券 870,538 1,045,076

関係会社株式 15,400 15,400

繰延税金資産 82,543 20,778

差入保証金 163,929 165,935

その他 96,429 95,106

貸倒引当金 △26,306 △26,307

投資その他の資産合計 1,202,534 1,315,989

固定資産合計 8,721,220 8,673,956

資産合計 26,948,947 26,948,678
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９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 2,790,067 2,885,533

未払金 86,282 138,555

未払費用 286,244 285,968

未払法人税等 155,000 34,800

未払消費税等 25,425 13,866

預り金 13,632 19,715

従業員預り金 251,092 238,322

その他 9,038 9,575

流動負債合計 3,616,784 3,626,337

固定負債

退職給付引当金 224,454 214,941

長期未払金 158,237 158,237

長期預り保証金 24,126 24,666

資産除去債務 13,180 －

固定負債合計 419,998 397,845

負債合計 4,036,782 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 17,729,159 17,671,130

自己株式 △7,755 △7,628

株主資本合計 22,832,619 22,774,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 79,545 149,778

評価・換算差額等合計 79,545 149,778

純資産合計 22,912,165 22,924,495

負債純資産合計 26,948,947 26,948,678
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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21年４月１日
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年９月30日)

売上高 10,839,030 13,945,114

売上原価 9,019,352 11,575,678

売上総利益 1,819,678 2,369,436

販売費及び一般管理費 ※１
 2,094,631

※１
 2,046,154

営業利益又は営業損失（△） △274,953 323,281

営業外収益

受取利息 4,872 4,256

受取配当金 4,434 6,831

仕入割引 91,295 127,094

不動産賃貸料 33,607 34,004

その他 14,827 17,086

営業外収益合計 149,038 189,273

営業外費用

支払利息 1,443 1,638

売上割引 16,878 23,345

その他 509 209

営業外費用合計 18,831 25,192

経常利益又は経常損失（△） △144,746 487,361

特別利益

固定資産売却益 3,094 －

貸倒引当金戻入額 2,917 1

特別利益合計 6,012 1

特別損失

固定資産除売却損 18,510 20,978

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,180

投資有価証券評価損 － 57,201

その他 470 7,840

特別損失合計 18,980 99,199

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △157,714 388,163

法人税、住民税及び事業税 24,112 144,875

法人税等調整額 △79,903 71,367

法人税等合計 △55,790 216,242

四半期純利益又は四半期純損失（△） △101,924 171,920
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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21年７月１日
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
  至 平成22年９月30日)

売上高 5,740,916 7,180,019

売上原価 4,795,042 5,952,124

売上総利益 945,873 1,227,895

販売費及び一般管理費 ※１
 1,001,663

※１
 1,010,993

営業利益又は営業損失（△） △55,790 216,901

営業外収益

受取利息 2,604 1,933

受取配当金 4,329 6,346

仕入割引 46,989 62,298

不動産賃貸料 17,157 17,183

その他 3,244 11,594

営業外収益合計 74,325 99,355

営業外費用

支払利息 1,394 1,243

売上割引 8,504 11,756

その他 509 53

営業外費用合計 10,407 13,053

経常利益 8,127 303,203

特別利益

固定資産売却益 3,094 －

貸倒引当金戻入額 － 0

特別利益合計 3,094 0

特別損失

固定資産除売却損 537 845

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,180

投資有価証券評価損 － 57,201

貸倒引当金繰入額 705 －

その他 － 7,840

特別損失合計 1,243 72,066

税引前四半期純利益 9,978 231,137

法人税、住民税及び事業税 11,791 102,597

法人税等調整額 △6,741 30,302

法人税等合計 5,050 132,899

四半期純利益 4,928 98,237
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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21年４月１日
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22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
（△）

△157,714 388,163

減価償却費 128,908 119,121

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45,342 9,512

受取利息及び受取配当金 △9,307 △11,088

投資有価証券評価損益（△は益） － 57,201

支払利息 1,443 1,638

固定資産除売却損益（△は益） 15,415 20,978

売上債権の増減額（△は増加） 2,597,078 △114,301

たな卸資産の増減額（△は増加） 461,595 59,026

仕入債務の増減額（△は減少） △29,869 △95,465

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 232,079 △2,689

その他 △366,146 △11,680

小計 2,918,825 420,417

法人税等の支払額 △162,512 △24,075

その他の収入 12,475 12,285

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,768,787 408,627

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 △91,689 △303,964

その他 27,180 △23,714

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,508 △327,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △113,365 △113,816

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,365 △113,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,590,912 △32,867

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
 8,693,091

※1
 7,666,832
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９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２四半期累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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

　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、当第２四半期累計期間の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13,180千円減少しており
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
13,180千円であります。

　

【表示方法の変更】

　

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22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あたり適用した特有の会計処理】

　

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22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22年４月１日
至　平成22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22年９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 3,055,603千円 ※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 120,004千円 　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２四半期累計期間

　
前第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)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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 943,602千円 　　　　給料手当 933,740千円

　　　　賞与 165,096千円 　　　　賞与 199,540千円

　　　　法定福利費 130,140千円 　　　　法定福利費 129,104千円

　　　　退職給付費用 152,640千円 　　　　退職給付費用 118,305千円

　　　　減価償却費 128,908千円 　　　　減価償却費 119,121千円

　

第２四半期会計期間

　
前第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)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22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 467,636千円 　　　　給料手当 459,717千円

　　　　賞与 75,000千円 　　　　賞与 99,540千円

　　　　法定福利費 59,206千円 　　　　法定福利費 67,014千円

　　　　退職給付費用 76,111千円 　　　　退職給付費用 59,241千円

　　　　減価償却費 65,069千円 　　　　減価償却費 59,800千円

　

(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21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期累計期間末残

高と当第２四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

　　　　　　　　　　 (平成21年９月30日現在)

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

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期累計期間末残

高と当第２四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

　　　　　　　　　　 (平成22年９月30日現在)

現金及び預金 6,666,832千円

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 7,666,832千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平

成22年９月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

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  自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 10,210

　

　

３  新株予約権等の四半期会計期間末残高

　　　　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２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当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22年10月20日
取締役会

普通株式 113,890 10平成22年９月30日 平成22年11月29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。

　

(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。
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(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)

資産償却債務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

が認められません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(追加情報)

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行っております。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２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９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 3,941,1184,519,4945,056,934427,56813,945,114

　    売上高 　 　 　 　 　

　(2) セグメント間の 　 　 　 　 　

　　　内部売上高又は － － － － －

　　　振替高 　 　 　 　 　

計 3,941,1184,519,4945,056,934427,56813,945,114

セグメント利益 64,234 110,858 118,336 29,851 323,281

     （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。
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当第２四半期会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９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 2,039,7532,294,9052,630,378214,9827,180,019

　    売上高 　 　 　 　 　

　(2) セグメント間の 　 　 　 　 　

　　　内部売上高又は － － － － －

　　　振替高 　 　 　 　 　

計 2,039,7532,294,9052,630,378214,9827,180,019

セグメント利益 44,947 70,699 84,721 16,532 216,901

     （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損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。

　

(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22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 2,011円78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２四半期会計期間末
(平成22年９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) 22,912,165 22,924,495

普通株式に係る純資産額(千円) 22,912,165 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
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２  １株当たり四半期純利益金額等

第２四半期累計期間

　

前第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)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △８円95銭
　

１株当たり四半期純利益金額 15円10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)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22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)

△101,924 171,920

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)(千円)

△101,924 171,920

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

　

第２四半期会計期間

　

前第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)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 ０円43銭
　

１株当たり四半期純利益金額 ８円63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の算定上の基礎
　

項目
前第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)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 4,928 98,237

普通株式に係る四半期純利益(千円) 4,928 98,237

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】

第86期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)中間配当については、平成22年10月20日開催の取

締役会において、平成22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 113,890千円

　 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22年11月29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　　㊞

　

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22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　　㊞

　

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２四半期会計期間(平成

22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22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22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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