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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31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３四半期 30,811 △0.4 1,433 △1.6 1,835 △1.2 1,230 △1.9

28年３月期第３四半期 30,944 － 1,457 － 1,857 － 1,254 －

(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 1,500百万円 (17.8％) 28年３月期第３四半期 1,273百万円 ( －％)

　

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３四半期 109.84 －

28年３月期第３四半期 111.84 111.80

(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いますが、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、平成27年３月期第３四半期は貸借対照表のみを連結しているため、対前年

同四半期増減率については記載していません。

（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３四半期 33,561 27,803 82.8

28年３月期 32,946 27,114 82.3

(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 27,803百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 341,631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３Ｑ 11,204,928株 28年３月期３Ｑ 11,218,010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３四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、英国のＥＵ離

脱決定による不安定要因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、昨年の米国大統領選結果による多方面への影響も予想が困難な状況でした。

　このような状況のもと、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、中国経済の減速や為替変動などにより、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徐々に顕在化しつつありました。そして今後の国内景気については、米国の

動向が大きな影響を与えることが想定されます。

　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

動向も足踏みに近い停滞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３四半期連結累計期間は、売上高308億11百万円（前年同期比0.4％減）、経常利益18億35百万円（前

年同期比1.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益12億30百万円（前年同期比1.9％減）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結累計期間末における総資産は335億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億14百万円増加

しております。これは主に受取手形及び売掛金が４億37百万円、商品が２億９百万円、投資有価証券が３億65百万

円増加する一方、有価証券が３億円減少したためであります。負債は57億57百万円となり前連結会計年度末に比べ

74百万円減少しております。これは主に短期借入金が２億50百万円、未払法人税等が２億97百万円、未払費用が１

億73百万円減少する一方、買掛金が５億20百万円、繰延税金負債が１億５百万円増加したためであります。また、

純資産は278億３百万円となり前連結会計年度末に比べ６億89百万円増加しております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成28年９月20日に公表しました「業績の修正に関するお知らせ」から修正はあ

りません。

なお、今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関して修正の必要が生じましたら、速やか

に開示する予定であります。

　

決算短信（宝印刷） 2017年01月23日 09時43分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



杉本商事株式会社(9932) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

― 3 ―

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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,459,759 5,437,167

受取手形及び売掛金 13,728,761 14,166,269

有価証券 300,000 ―

商品 1,846,032 2,055,159

繰延税金資産 140,030 66,155

その他 72,795 84,882

貸倒引当金 △6,733 △6,480

流動資産合計 21,540,647 21,803,154

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,834,877 2,749,253

構築物（純額） 38,873 38,103

車両運搬具（純額） 77,600 82,645

工具、器具及び備品（純額） 46,891 54,806

土地 5,417,958 5,392,923

建設仮勘定 ― 64,707

有形固定資産合計 8,416,200 8,382,440

無形固定資産

電話加入権 38,894 38,894

ソフトウエア 242,909 196,548

ソフトウエア仮勘定 12,285 53,632

無形固定資産合計 294,088 289,074

投資その他の資産

投資有価証券 2,182,872 2,548,531

出資金 12,930 12,930

退職給付に係る資産 162,350 188,038

差入保証金 289,514 284,151

その他 64,451 69,620

貸倒引当金 △16,308 △16,308

投資その他の資産合計 2,695,809 3,086,963

固定資産合計 11,406,098 11,758,479

資産合計 32,946,745 33,561,634
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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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,459,722 3,979,941

短期借入金 250,000 ―

1年内返済予定の長期借入金 139,160 105,870

未払金 170,447 197,650

未払費用 397,330 223,359

未払法人税等 417,288 119,419

未払消費税等 103,787 93,067

その他 33,016 75,812

流動負債合計 4,970,753 4,795,121

固定負債

長期借入金 139,223 67,518

長期未払金 271,056 271,056

長期預り保証金 70,351 129,915

繰延税金負債 225,781 331,043

退職給付に係る負債 154,977 162,833

その他 ― 192

固定負債合計 861,390 962,559

負債合計 5,832,143 5,757,680

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 22,349,600

自己株式 △133,710 △383,745

株主資本合計 26,673,215 27,092,557

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 552,726 803,813

退職給付に係る調整累計額 △111,339 △92,417

その他の包括利益累計額合計 441,387 711,396

純資産合計 27,114,602 27,803,953

負債純資産合計 32,946,745 33,561,634
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 30,944,216 30,811,589

売上原価 25,419,721 25,344,130

売上総利益 5,524,495 5,467,458

販売費及び一般管理費 4,067,150 4,034,010

営業利益 1,457,344 1,433,448

営業外収益

受取利息 1,788 1,237

受取配当金 121,319 125,319

仕入割引 246,298 242,748

不動産賃貸料 63,988 75,065

その他 21,171 17,304

営業外収益合計 454,566 461,675

営業外費用

支払利息 3,781 1,948

売上割引 47,729 49,681

その他 3,042 8,192

営業外費用合計 54,553 59,822

経常利益 1,857,358 1,835,301

特別利益

固定資産売却益 64,071 1,365

その他 11 ―

特別利益合計 64,083 1,365

特別損失

固定資産除売却損 44,819 22,505

減損損失 ― 5,488

その他 6,762 2,857

特別損失合計 51,581 30,850

税金等調整前四半期純利益 1,869,859 1,805,816

法人税、住民税及び事業税 558,929 508,004

法人税等調整額 56,219 67,038

法人税等合計 615,149 575,042

四半期純利益 1,254,710 1,230,774

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 1,254,710 1,230,774
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 1,254,710 1,230,774

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22,777 251,087

退職給付に係る調整額 △3,760 18,922

その他の包括利益合計 19,017 270,009

四半期包括利益 1,273,727 1,500,783

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,273,727 1,500,783

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―

決算短信（宝印刷） 2017年01月23日 09時43分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



杉本商事株式会社(9932) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

― 8 ―

（３）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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