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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第２四半期 19,428 △3.0 686 △15.6 886 △13.6 563 △13.8

28年３月期第２四半期 20,032 － 812 － 1,027 － 653 －

(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 645百万円 (21.2％) 28年３月期第２四半期 532百万円 ( －％)

　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

29年３月期第２四半期 50.20 －

28年３月期第２四半期 58.28 58.26
(注) 当社は平成27年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しており、みなし取得日を平成27年３月期第

３四半期連結会計期間末としております。したがいまして、平成28年３月期第２四半期は、対前年同四半期増
減率については記載しておりません。

　
（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第２四半期 32,445 27,445 84.6

28年３月期 32,946 27,114 82.3

(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 27,445百万円 28年３月期 27,114百万円

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

28年３月期 － 17.00 － 28.00 45.00

29年３月期 － 22.00

29年３月期(予想) － 23.00 45.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 40,000 △3.3 1,560 △15.4 2,000 △15.1 1,165 △23.5 103.76

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 －社、除外 －社

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期２Ｑ 11,399,237株 28年３月期 11,399,237株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 171,281株 28年３月期 171,250株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 11,227,956株 28年３月期２Ｑ 11,218,022株

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、内需の柱である個人消費の伸び悩みに加え、資源安、英国

のＥＵ離脱決定等による金融市場の動揺や欧州経済のデフレ懸念、中国経済の景気減速や新興国においての経済状

況の足踏み等に加えて想定外の円高傾向による企業業績の下振れリスク拡大の影響を受け、緩やかな回復基調から

足踏み状態へと下方修正を余儀なくされる状況でした。

　また、従来から国内景気の牽引役である輸出産業関連業種で裾野の広い自動車・工作機械・電機・電子部品関連

業界が、中国経済の減速や円高の進行を受け、いずれも新規の設備投資に慎重な姿勢を見せ始めるなど国内景気減

速への懸念材料が顕在化してきています。

　機械工具販売業界におきましても、政府の補助金等による経済対策の効果が下支えとなり、今まで比較的堅調な

投資意欲を継続してきましたが、製造業において全体的に景気減速懸念の顕在化により慎重姿勢へと変化し今後の

動向は厳しさを増す状況になりつつあります。

　このような状況のもと当社グループといたしまして、関係会社株式会社スギモトとともに営業基盤の強化、商品

調達力の向上を図ってまいりました。また、物流センターの効率的な在庫管理を徹底するとともに、社員教育の徹

底・新規顧客の開拓・顧客深耕・新規商品の開拓などの経営努力を積み重ねるとともに経費削減に努めてまいりま

したが、当第２四半期連結累計期間は、売上高194億28百万円（前年同期比3.0％減）、経常利益８億86百万円（前

年同期比13.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益５億63百万円（前年同期比13.8％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は324億45百万円となり前連結会計年度末に比べ５億円減少しており

ます。これは主に受取手形及び売掛金が14億46百万円、有価証券が３億円、商品が１億41百万円減少する一方、現

金及び預金が13億21百万円増加したためであります。負債は50億円となり前連結会計年度末に比べ、８億31百万円

減少しております。これは主に買掛金が４億70百万円、短期借入金が２億28百万円減少したためであります。また

純資産は274億45百万円となり前連結会計年度末に比べ３億30百万円増加しております。

　

キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資産」という。）は、66億41百万円となりまし

た。当第２四半期連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動より得られた資金は17億73百万円（前年同四半期は５億７百万円の収入）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益８億64百万円、売上債権の減少14億44百万円、棚卸資産の減少１億41百万円の収入に対

し、仕入債務の減少４億70百万円、法人税等の支払額３億88百万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１億57百万円（前年同四半期は３億88百万円の使用）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による98百万円、無形固定資産の取得による23百万円の支出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６億19百万円（前年同四半期は３億14百万円の使用）となりました。これは主に、配

当金の支払額３億14百万円、短期借入金の返済２億28百万円の支出によるものであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の業績予想につきましては、平成28年９月20日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表い

たしました通期の業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,459,759 6,781,119

受取手形及び売掛金 13,728,761 12,281,958

有価証券 300,000 －

商品 1,846,032 1,704,453

繰延税金資産 140,030 139,133

その他 72,795 128,716

貸倒引当金 △6,733 △4,735

流動資産合計 21,540,647 21,030,647

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,834,877 2,754,336

構築物（純額） 38,873 34,621

車両運搬具（純額） 77,600 86,090

工具、器具及び備品（純額） 46,891 58,999

土地 5,417,958 5,368,218

建設仮勘定 － 29,400

有形固定資産合計 8,416,200 8,331,667

無形固定資産

電話加入権 38,894 38,894

ソフトウエア 242,909 210,430

ソフトウエア仮勘定 12,285 27,340

無形固定資産合計 294,088 276,664

投資その他の資産

投資有価証券 2,182,872 2,289,312

出資金 12,930 12,930

退職給付に係る資産 162,350 172,259

差入保証金 289,514 284,526

その他 64,451 63,815

貸倒引当金 △16,308 △16,038

投資その他の資産合計 2,695,809 2,806,805

固定資産合計 11,406,098 11,415,137

資産合計 32,946,745 32,445,784
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,459,722 2,988,725

短期借入金 250,000 21,336

1年内返済予定の長期借入金 139,160 120,036

未払金 170,447 126,209

未払費用 397,330 388,519

未払法人税等 417,288 342,411

未払消費税等 103,787 72,187

その他 33,016 49,819

流動負債合計 4,970,753 4,109,245

固定負債

長期借入金 139,223 82,517

長期未払金 271,056 271,056

長期預り保証金 70,351 120,251

繰延税金負債 225,781 256,838

退職給付に係る負債 154,977 160,214

その他 － 192

固定負債合計 861,390 891,070

負債合計 5,832,143 5,000,315

純資産の部

株主資本

資本金 2,597,406 2,597,406

資本剰余金 2,529,295 2,529,295

利益剰余金 21,680,224 21,929,506

自己株式 △133,710 △133,749

株主資本合計 26,673,215 26,922,459

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 552,726 621,733

退職給付に係る調整累計額 △111,339 △98,724

その他の包括利益累計額合計 441,387 523,009

純資産合計 27,114,602 27,445,469

負債純資産合計 32,946,745 32,445,784
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 20,032,873 19,428,355

売上原価 16,528,043 16,028,789

売上総利益 3,504,830 3,399,566

販売費及び一般管理費 2,691,938 2,713,353

営業利益 812,891 686,212

営業外収益

受取利息 1,130 895

受取配当金 20,923 22,209

仕入割引 168,499 156,971

不動産賃貸料 42,963 50,146

その他 16,826 10,060

営業外収益合計 250,343 240,283

営業外費用

支払利息 2,802 1,386

売上割引 31,654 33,328

その他 1,773 4,953

営業外費用合計 36,230 39,667

経常利益 1,027,004 886,828

特別利益

固定資産売却益 18,499 1,202

その他 11 －

特別利益合計 18,510 1,202

特別損失

固定資産除売却損 22,882 20,997

会員権評価損 6,902 2,372

特別損失合計 29,784 23,369

税金等調整前四半期純利益 1,015,730 864,661

法人税、住民税及び事業税 374,529 304,882

法人税等調整額 △12,582 △3,886

法人税等合計 361,947 300,996

四半期純利益 653,782 563,665

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 653,782 563,665
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 653,782 563,665

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △118,805 69,007

退職給付に係る調整額 △2,506 12,614

その他の包括利益合計 △121,312 81,622

四半期包括利益 532,470 645,287

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 532,470 645,287

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,015,730 864,661

減価償却費 146,838 161,454

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,630 9,075

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △23,509 4,423

受取利息及び受取配当金 △22,053 △23,104

支払利息 2,802 1,386

有形固定資産除売却損益（△は益） 4,382 19,794

売上債権の増減額（△は増加） 810,253 1,444,955

たな卸資産の増減額（△は増加） 100,552 141,578

仕入債務の増減額（△は減少） △782,968 △470,996

その他 △168,070 △10,007

小計 1,088,588 2,143,221

利息及び配当金の受取額 22,936 20,902

利息の支払額 △2,802 △1,386

法人税等の支払額 △601,670 △388,753

営業活動によるキャッシュ・フロー 507,052 1,773,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △89,211 △89,220

定期預金の払戻による収入 71,203 65,211

有形固定資産の取得による支出 △285,737 △98,923

有形固定資産の売却による収入 44,944 5,516

投資有価証券の取得による支出 △6,957 △7,148

投資有価証券の売却による収入 22 －

無形固定資産の取得による支出 △122,398 △23,055

その他 120 △9,898

投資活動によるキャッシュ・フロー △388,014 △157,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △115,000 △228,664

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △98,146 △75,830

自己株式の取得による支出 △141 △38

配当金の支払額 △201,350 △314,582

財務活動によるキャッシュ・フロー △314,638 △619,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △195,600 997,351

現金及び現金同等物の期首残高 5,333,370 5,644,563

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,137,769 6,641,914
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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