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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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 ％

30年３月期第２四半期 21,216 9.2 973 41.8 1,181 33.2 755 34.1

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

(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 957百万円 (48.4％) 29年３月期第２四半期 645百万円 (21.2％)

　

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

30年３月期第２四半期 68.34 －

29年３月期第２四半期 50.20 －

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第２四半期 34,518 28,946 83.9

29年３月期 34,228 28,265 82.6

(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 28,946百万円 29年３月期 28,265百万円

　

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

29年３月期 － 22.00 － 25.00 47.00

30年３月期 － 25.00

30年３月期(予想) － 25.00 50.00

(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30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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 43,300 4.1 2,100 7.7 2,530 2.6 1,670 1.3 151.03

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

決算短信（宝印刷） 2017年10月25日 08時53分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

k_yano
杉本



※ 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) 30年３月期２Ｑ 11,399,237株 29年３月期 11,399,237株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 341,726株 29年３月期 341,689株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 11,057,541株 29年３月期２Ｑ 11,227,956株

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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、米国を始めとする堅調な海外経済と円安を背景にした輸出

や生産の回復に加え、設備投資、住宅投資、個人消費の国内民需が高い伸びを示し、製造業の大幅増益を主因に企

業収益と国内生産の改善に支えられた景気拡大局面を迎えています。また潤沢なキャッシュ・フローを背景に、先

行きの事業環境や設備投資に対する企業マインドも着実に改善している様子が伺えます。 

　とりわけ輸出産業関連業種で裾野の広い自動車、工作機械・電機・電子部品関連業界は、引き続き好調を維持し

ています。欧米の政治リスクやアジアの地政学的リスク等の顕在化懸念が燻ぶるものの、当面は安定的な景気拡大

局面が続くものと予想されます。 

　このような状況のもと当社グループといたしましては、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節減に努めてまいり

ました。その結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高212億16百万円（前年同期比9.2％増）、経常利益11億81

百万円（前年同期比33.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益７億55百万円（前年同期比34.1％増）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345億18百万円となり前連結会計年度末に比べ２億89百万円増加し

ております。これは主に電子記録債権が３億74百万円、投資有価証券が２億90百万円増加する一方、受取手形及び

売掛金が４億63百万円減少したためであります。負債は55億71百万円となり前連結会計年度末に比べ、３億91百万

円減少しております。これは主に買掛金が３億73百万円、未払金が１億１百万円減少する一方、繰延税金負債が76

百万円増加したためであります。また純資産は289億46百万円となり前連結会計年度末に比べ６億81百万円増加して

おります。

　 キャッシュ・フローの状況の分析

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資産」という。）は、前連結会計年度より１億

97百万円増加し、59億29百万円となりました。当第２四半期連結累計期間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７億91百万円（前年同四半期は17億73百万円の収入）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益11億44百万円の収入に対し、仕入債務の減少３億73百万円、法人税等の支払額３億66百

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１億78百万円（前年同四半期は１億57百万円の使用）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による１億32百万円、無形固定資産の取得による16百万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４億16百万円（前年同四半期は６億19百万円の使用）となりました。これは主に、配

当金の支払額２億76百万円、長期借入金の返済１億39百万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30年３月期の業績予想につきましては、平成29年４月27日の決算発表で公表いたしました「平成30年３月期

の連結業績予想」に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,844,396 6,065,905

受取手形及び売掛金 11,960,545 11,496,992

電子記録債権 2,402,303 2,776,694

商品 1,725,261 1,675,999

繰延税金資産 141,036 156,467

その他 69,416 80,433

貸倒引当金 △5,223 △5,009

流動資産合計 22,137,737 22,247,483

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,863,507 2,768,189

構築物（純額） 44,836 39,983

車両運搬具（純額） 76,930 87,945

工具、器具及び備品（純額） 89,123 96,146

土地 5,392,923 5,377,723

建設仮勘定 － 9,260

有形固定資産合計 8,467,322 8,379,248

無形固定資産

電話加入権 38,894 38,894

ソフトウエア 240,616 211,654

ソフトウエア仮勘定 15,093 9,288

無形固定資産合計 294,603 259,836

投資その他の資産

投資有価証券 2,727,601 3,018,038

出資金 12,930 12,950

退職給付に係る資産 252,401 265,572

差入保証金 283,617 278,208

その他 69,857 72,444

貸倒引当金 △17,277 △15,565

投資その他の資産合計 3,329,130 3,631,648

固定資産合計 12,091,056 12,270,733

資産合計 34,228,794 34,518,217
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,707,450 3,333,514

1年内返済予定の長期借入金 91,704 －

未払金 246,410 144,426

未払費用 414,134 469,429

未払法人税等 425,749 463,176

未払消費税等 87,005 104,390

その他 34,172 64,000

流動負債合計 5,006,628 4,578,936

固定負債

長期借入金 47,519 －

長期未払金 271,056 271,056

長期預り保証金 132,415 136,315

繰延税金負債 353,051 429,745

退職給付に係る負債 152,331 155,338

その他 192 128

固定負債合計 956,567 992,584

負債合計 5,963,195 5,571,520

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 22,767,194 23,246,382

自己株式 △383,838 △383,901

株主資本合計 27,510,058 27,989,183

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 809,708 1,005,543

退職給付に係る調整累計額 △54,168 △48,030

その他の包括利益累計額合計 755,540 957,512

純資産合計 28,265,599 28,946,696

負債純資産合計 34,228,794 34,518,217
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 19,428,355 21,216,386

売上原価 16,028,789 17,510,126

売上総利益 3,399,566 3,706,259

販売費及び一般管理費 2,713,353 2,733,239

営業利益 686,212 973,019

営業外収益

受取利息 895 674

受取配当金 22,209 21,219

仕入割引 156,971 163,414

不動産賃貸料 50,146 49,231

その他 10,060 10,792

営業外収益合計 240,283 245,331

営業外費用

支払利息 1,386 902

売上割引 33,328 35,216

その他 4,953 951

営業外費用合計 39,667 37,070

経常利益 886,828 1,181,280

特別利益

固定資産売却益 1,202 1,277

特別利益合計 1,202 1,277

特別損失

固定資産除売却損 20,997 14,354

会員権評価損 2,372 2,815

減損損失 － 20,504

特別損失合計 23,369 37,674

税金等調整前四半期純利益 864,661 1,144,883

法人税、住民税及び事業税 304,882 418,073

法人税等調整額 △3,886 △28,816

法人税等合計 300,996 389,257

四半期純利益 563,665 755,626

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 563,665 755,626

決算短信（宝印刷） 2017年10月25日 08時53分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



杉本商事株式会社(9932) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 6 ―

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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 563,665 755,626

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 69,007 195,834

退職給付に係る調整額 12,614 6,137

その他の包括利益合計 81,622 201,971

四半期包括利益 645,287 957,598

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 645,287 957,598

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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 864,661 1,144,883

減価償却費 161,454 170,112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9,075 5,566

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 4,423 △6,888

受取利息及び受取配当金 △23,104 △21,893

支払利息 1,386 902

有形固定資産除売却損益（△は益） 19,794 13,076

売上債権の増減額（△は増加） 1,444,955 88,276

たな卸資産の増減額（△は増加） 141,578 49,262

仕入債務の増減額（△は減少） △470,996 △373,936

その他 △10,007 70,549

小計 2,143,221 1,139,910

利息及び配当金の受取額 20,902 19,720

利息の支払額 △1,386 △1,120

法人税等の支払額 △388,753 △366,746

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,773,984 791,763

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 △89,220 △91,223

定期預金の払戻による収入 65,211 67,220

有形固定資産の取得による支出 △98,923 △132,598

有形固定資産の売却による収入 5,516 1,382

投資有価証券の取得による支出 △7,148 △7,226

無形固定資産の取得による支出 △23,055 △16,345

その他 △9,898 705

投資活動によるキャッシュ・フロー △157,517 △178,086

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） △228,664 －

長期借入金の返済による支出 △75,830 △139,223

自己株式の取得による支出 △38 △62

配当金の支払額 △314,582 △276,886

財務活動によるキャッシュ・フロー △619,115 △416,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 997,351 197,505

現金及び現金同等物の期首残高 5,644,563 5,732,189

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,641,914 5,929,694
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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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