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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 9,102 ― △467 ― △429 ― △265 ―

20年3月期第1四半期 9,133 6.2 △26 ― △10 ― 4 ―

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

21年3月期第1四半期 △49.43 ―

20年3月期第1四半期 0.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 23,097 6,759 29.3 1,258.27
20年3月期 25,781 7,077 27.5 1,317.24

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,791百万円 20年3月期  7,077百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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

第2四半期累計期間 21,300 ― △292 ― △268 ― △214 ― △39.84

通期 48,500 5.4 544 11.6 590 18.2 220 30.0 40.95

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  5,374,000株 20年3月期  5,374,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,163株 20年3月期  1,364株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  5,372,038株 20年3月期第1四半期  5,372,636株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月16日発表の業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも修正しておりません。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、本資料の
発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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等に
ついては、、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出・生産は弱含みとなり、雇用情勢には厳しさが残り、また企業

収益の減少により設備投資がおおむね横ばい、さらに個人消費も横ばいに推移し、足踏み状態が続きました。 

 住宅建築関連業界におきましては、公共投資は依然総じて低調でありましたが、持家着工が弱含みとなっている一

方で、貸家着工はほぼ横ばい、分譲住宅着工は若干持ち直しており、全体的に横ばいの状況が続きました。 

このような状況の中、当第１四半期会計期間における売上高は、91億２百万円（前年同期比0.3％減）となりまし

た。 

営業損益は、６月に展示商談会エスタ2008（東京会場）を開催したこと及びカタログの作成による広告宣伝費等の

販売費及び一般管理費が前年同期比３億95百万円増加したこと等により、４億67百万円の営業損失となりました。 

経常損益は、営業外収益が前年同期比26百万円、営業外費用が同３百万円それぞれ増加したことにより４億29百万

円の経常損失となり、四半期純損益は、２億65百万円の純損失となりました。  

 当第１四半期会計期間における事業区分別の商品区分別売上高は次のとおりであります。 

① ルート事業（住宅用資材・ビル用資材・その他）   

住宅用資材は、前年同期比で建具商品が1.2％増、マンション住宅商品が8.2％減、インテリア商品が5.4％減、建

設副資材が1.8％増となり、売上高は１億34百万円減少の34億15百万円（前年同期比3.8％減）と低調に推移しまし

た。 

 ビル用資材は、前年同期比でビル用商品が0.4％減、福祉商品が10.9％減、景観商品が12.0％増となり、売上高は

25百万円増加の28億57百万円（前年同期比0.9％増）となりました。 

 この結果、ルート事業全体の売上高は１億56百万円減少の64億48百万円（前年同期比2.4％減）となりました。 

② 建材事業（住宅用資材・ビル用資材・ＯＥＭ関連資材・その他）   

住宅用資材は、前年同期比で建具商品が0.5％減、マンション住宅商品が6.7％増、インテリア商品が20.7％増、建

設副資材が7.0％増となり、売上高は47百万円増加の７億52百万円（前年同期比6.7％増）と好調に推移しました。 

 ビル用資材は、前年同期比でビル用商品が10.7％、福祉商品が35.4％、景観商品が43.2％、それぞれ増加したこと

により、売上高は１億14百万円増加の８億28百万円（前年同期比16.0％増）と好調に推移に推移しました。 

 ＯＥＭ関連資材は、前年同期比1.0％増加の２億94百万円となりました。 

 この結果、建材事業全体の売上高は１億64百万円増加の20億１百万円（前年同期比8.9％増）となりました。 

③ ＤＩＹ事業（ＤＩＹ商品）  

ホームセンター及びディスカウント・ストア等の新規開店、改装等における定番商品の導入及び網戸関連の季節商

品の導入等がありましたが、既存店においては、個人消費の低下傾向による定番商品の低迷及び住宅着工戸数の減少

の影響によるプロ向け建築金物の受注が大幅に落ち込む等、厳しい状況で推移しました。この結果、売上高は６億53

百万円（前年同期比5.4％減）となりました。 

商品区分 ルート事業 建材事業 ＤＩＹ事業 計 構成比

住宅用資材（千円） 3,415,809 752,101 ― 4,167,910 45.8％ 

ビル用資材（千円） 2,857,577 828,273 ― 3,685,850 40.5％ 

ＤＩＹ商品（千円） ― ― 653,225 653,225 7.2％ 

ＯＥＭ関連資材（千円） ― 294,871 ― 294,871 3.2％ 

その他（千円） 175,288 125,775 ― 301,063 3.3％ 

合計（千円） 6,448,675 2,001,021 653,225 9,102,922 100.0％ 
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２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間の総資産は230億97百万円となり、前事業年度末比26億83百万円減少いたしました。これ

は、主に流動資産のうち、受取手形・売掛金が27億91百万円、現金及び預金が１億56百万円減少したこと、及び繰延

税金資産が１億25百万円、商品が１億23百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。また、純資産は67

億59百万円となり、前事業年度末比３億17百万円減少しております。これは、剰余金処分による株主配当金の支払80

百万円、当第１四半期純損失２億65百万円、及びその他有価証券評価差額金の増加28百万円によるものであります。

自己資本比率は前事業年度末比1.8ポイント増加し、29.3％となりました。 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首より１億56百万円減少し、

８億74百万円となりました。当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

営業活動の結果増加した資金は、１億33百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額27億42百万円、減価

償却費73百万円、貸倒引当金の増加額46百万円等の資金増加に対し、仕入債務の減少額21億円、税引前四半期純損失

４億18百万円、法人税等の支払額２億50百万円等の資金減少があったこと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） 

投資活動の結果使用した資金は、30百万円となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、２億60百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出１億79百万

円、配当金の支払額80百万円によるものであります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。  

当社の主力商品の多くは、マンション等の建築スケジュールのうち、後工程において使用されることが多く、年度

末に竣工時期が集中する傾向にあるため、売上高は例年下半期に偏重する傾向にありますので、当第１四半期会計期

間においては費用先行の形となり、営業損益等は損失の計上となりましたが、おおむね計画通りに推移しておりま

す。 
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４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

① たな卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸高を

基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。  

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測等を利用する方法によって

おります。 

２．四半期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。 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準の適用等 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）、及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。これによる損益に与える影響はありません。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、当第

１四半期会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算出しております。これによる損益に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））、及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以降開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第

１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。これに

よる損益に与える影響はありません。なお、平成20年３月31日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。   
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５．四半期財務諸表 
（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20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,104,515 1,261,057

受取手形及び売掛金 13,211,858 16,003,524

商品 1,763,423 1,640,032

未収入金 574,645 668,401

繰延税金資産 271,667 146,549

その他 91,264 32,210

貸倒引当金 △29,000 △40,000

流動資産合計 16,988,375 19,711,776

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,518,994 1,538,697

土地 1,946,253 1,946,253

その他（純額） 434,310 433,019

有形固定資産合計 3,899,558 3,917,970

無形固定資産   

ソフトウエア 162,805 183,260

その他 11,840 9,311

無形固定資産合計 174,645 192,571

投資その他の資産   

投資有価証券 752,256 710,973

破産更生債権等 323,950 275,654

繰延税金資産 243,146 219,353

その他 998,914 980,129

貸倒引当金 △283,431 △227,372

投資その他の資産合計 2,034,837 1,958,738

固定資産合計 6,109,041 6,069,281

資産合計 23,097,416 25,781,057

－ 5 －

杉田エース㈱（7635）平成21年３月期 第１四半期決算短信（非連結）



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,415,869 15,513,260

1年内返済予定の長期借入金 494,065 567,240

未払法人税等 12,926 263,378

役員賞与引当金 5,490 16,000

その他 819,318 658,396

流動負債合計 14,747,669 17,018,276

固定負債   

長期借入金 799,074 905,784

退職給付引当金 347,223 345,835

役員退職慰労引当金 366,025 361,950

その他 78,214 72,163

固定負債合計 1,590,537 1,685,732

負債合計 16,338,206 18,704,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,240 697,240

資本剰余金 409,450 409,450

利益剰余金 5,630,390 5,976,541

自己株式 △1,460 △1,128

株主資本合計 6,735,620 7,082,103

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23,589 △5,055

評価・換算差額等合計 23,589 △5,055

純資産合計 6,759,209 7,077,048

負債純資産合計 23,097,416 25,781,057
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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）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 9,102,922

売上原価 7,763,903

売上総利益 1,339,019

販売費及び一般管理費 1,806,958

営業損失（△） △467,938

営業外収益  

受取利息 2,397

受取配当金 3,280

仕入割引 20,200

デリバティブ評価益 20,884

雑収入 12,185

営業外収益合計 58,948

営業外費用  

支払利息 7,308

手形売却損 9,335

雑損失 3,472

営業外費用合計 20,116

経常損失（△） △429,106

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11,289

特別利益合計 11,289

特別損失  

固定資産除却損 838

特別損失合計 838

税引前四半期純損失（△） △418,656

法人税、住民税及び事業税 7,954

法人税等調整額 △161,049

法人税等合計 △153,094

四半期純損失（△） △265,561
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △418,656

減価償却費 73,471

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,388

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46,049

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,510

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,075

受取利息及び受取配当金 △5,677

支払利息 7,308

為替差損益（△は益） △1,520

固定資産除却損 838

デリバティブ評価損益（△は益） △20,884

売上債権の増減額（△は増加） 2,742,380

たな卸資産の増減額（△は増加） △123,391

仕入債務の増減額（△は減少） △2,100,225

その他 191,470

小計 386,115

利息及び配当金の受取額 5,164

利息の支払額 △7,174

法人税等の支払額 △250,863

営業活動によるキャッシュ・フロー 133,241

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 △20,427

無形固定資産の取得による支出 △12,527

投資有価証券の取得による支出 △1,601

貸付金の回収による収入 4,920

その他 △862

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,498

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △179,885

自己株式の取得による支出 △332

配当金の支払額 △80,589

財務活動によるキャッシュ・フロー △260,806

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156,542

現金及び現金同等物の期首残高 1,031,057

現金及び現金同等物の四半期末残高 874,515
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）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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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 9,133,600 

Ⅱ 売上原価 7,748,993 

売上総利益 1,384,607 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,411,188 

営業損失（△） △26,581 

Ⅳ 営業外収益 32,798 

Ⅴ 営業外費用 16,355 

経常損失（△） △10,138 

Ⅵ 特別利益 49,483 

Ⅶ 特別損失 663 

税引前四半期純利益 38,681 

税金費用 34,582 

四半期純利益 4,099 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 
前年同四半期 

（平成21年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 38,681 

減価償却費 77,486 

投資事業有限責任組合投資利益 △1,199 

退職給付引当金の増加額 510 

貸倒引当金の減少額 △49,483 

役員賞与引当金の減少額 △18,510 

役員退職慰労引当金の増加額 3,900 

受取利息及び受取配当金 △5,202 

支払利息 6,705 

固定資産除却損 663 

売上債権の減少額 2,756,921 

たな卸資産の増加額 △251,882 

未収入金の減少額 136,017 

仕入債務の増加額 △2,036,267 

未払消費税等の減少額 △25 

その他資産の増加額 △147,715 

その他負債の増加額 153,749 

その他 16 

小 計 664,367 

利息及び配当金の受取額 5,202 

利息の支払額 △6,568 

法人税等の支払額 △375,578 

営業活動によるキャッシュ・フロー 287,422 

Ⅱ 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 △27,476 

無形固定資産の取得による支出 △4,450 

投資有価証券の取得による支出 △2,012 

貸付けによる支出 △3,500 

貸付金の回収による収入 5,100 

その他 △6,910 

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,249 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △228,850 

配当金の支払額 △80,589 

財務活動によるキャッシュ・フロー △309,439 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △61,266 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 774,619 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 713,353 
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