
平成22年3月期 決算短信（非連結） 
平成22年5月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 杉田エース株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7635 URL http://www.sugita-ace.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 杉田 直良

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長兼経理部長 （氏名） 横井 雅彦 TEL 03-3633-5150
定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月10日

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月29日

1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 36,594 △12.3 △86 ― △29 ― 60 ―

21年3月期 41,727 △9.3 △402 ― △351 ― △1,115 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 11.36 ― 1.0 △0.1 △0.2

21年3月期 △207.65 ― △17.3 △1.5 △0.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 20,431 5,870 28.7 1,093.40
21年3月期 22,420 5,793 25.8 1,078.96

（参考） 自己資本   22年3月期  5,870百万円 21年3月期  5,793百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △559 215 215 1,179
21年3月期 817 △161 △377 1,308

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50 40 ― 0.7
22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 21 35.2 0.4

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 7.00 7.00 31.3

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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 17,167 1.6 △124 ― △109 ― △125 ― △23.28

通期 37,200 1.7 114 ― 152 ― 120 96.8 22.35

－ 1 －



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、20ページ「重要な会計方針 ４．引当金の計上基準」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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） 22年3月期 5,374,000株 21年3月期 5,374,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  4,912株 21年3月期  4,245株

※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記述は、作成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。なお、業績予想の前提となる条件及びその他の関連する事項については、３ページ「１．経営成績に関する分析」を参照し
て下さい。 
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（1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、経済対策の効果と海外経済の改善を背景に、輸出や生産などに持ち直しの動

きもみられましたが、雇用・所得環境におきましては依然厳しい状況が続き、先行き不透明な状況で推移いたしま

した。 

当業界におきましても、設備投資に持ち直しの動きが見られましたものの、住宅建設は大きく減少、公共投資も

依然低調に推移し、市場環境は厳しい状況が続きました。 

このような状況の中、当社は、販売体制及び物流体制の強化と業務効率向上に努め、併せて、新販路の開拓と新

商品の開発に積極的に取り組んでまいりましたが、住宅着工戸数の大幅な減少が大きく影響し、厳しい経営環境で

推移いたしました。 

この結果、当事業年度の売上高は、365億94百万円（前事業年度比12.3％減）となりました。売上総利益は、住

宅着工戸数の減少に伴う受注競争の激化など厳しい状況で推移したため、前事業年度比8.8％減少の53億46百万円

となりました。 

販売費及び一般管理費は、54億33百万円（前事業年度比13.3％減）となりました。この主な減少要因は、前事業

年度まで東西２箇所で行っていたエスタ展示会を東京のみで開催したことにより広告宣伝費が２億67百万円減少し

たこと、業務委託費が83百万円、減価償却費が67百万円、交際費が63百万円等、経費の圧縮によりそれぞれ減少し

たこと、並びに破産債権及び破産懸念債権の減少に伴い貸倒引当金繰入額が１億31百万円減少したこと等によるも

のであります。なお、販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、87百万円であります。 

営業損益は、販売費及び一般管理費の減少が売上総利益の落ち込みをカバーするまでには至らず、86百万円の営

業損失（前事業年度は４億２百万円の営業損失）となりました。 

経常損益は、前事業年度比でデリバティブ評価益が24百万円、為替差損が21百万円、手形売却損が14百万円、そ

れぞれ減少したこと等により、29百万円の経常損失（前事業年度は３億51百万円の経常損失）となりました。 

当期純利益は、前事業年度において、損害賠償訴訟に対し３億10百万円の訴訟損失引当金を計上していました

が、当事業年度において和解が成立し、訴訟損失引当金戻入額が１億17百万円発生したこと等により、60百万円

（前事業年度は11億15百万円の純損失）となり、１株当たり当期純利益は、11円36銭となりました。 

事業別及びセグメント別の売上高は次のとおりであります。なお、当事業年度において、事業別の取扱商品の再

検討を行い、ルート事業と建材事業の間で取扱商品群の一部移管を行っておりますので、事業区分別の前事業年度

比増減額及び前事業年度比率につきましては、前年同期の実績を当事業年度の区分にて再集計した数値を基に算出

して記載しております。 

① ルート事業（住宅用資材・ビル用資材・その他） 

バリアフリー市場及びリフォーム市場向けの商品開発と販路の拡大に努めてまいりました。 

住宅用資材につきましては、建具商品が前事業年度比8.2％減、マンション住宅商品が同17.6％減、インテリア

商品が同12.8％減、建設副資材が同9.8％減となり、当事業年度の売上高は、前事業年度比13.1％減の124億69百万

円となりました。 

マンション住宅商品は、マンション等の集合住宅の新規住宅着工戸数の減少が大きく影響し、主力販売商品の物

干関連商品及びポスト関連商品が大幅に減少しました。インテリア商品は、カーテンレールやピクチャーレール等

の商品が減少しました。建設副資材は、梯子脚立関連商品及び金属材料関係が低調に推移しました。 

ビル用資材につきましては、ビル用商品が前事業年度比11.5％減、福祉商品が同15.6％減、景観商品が同1.4％

増となり、当事業年度の売上高は、前事業年度比9.0％減の134億40百万円となりました。 

ビル用商品は、物件の減少が影響して屋上ベランダ廻り商品及び外装商品等の大型商品が大幅に減少しました。

福祉商品は、身障者用手摺や階段廻り商品等が低調に推移しました。景観商品は、エクステリア商品及び公園設備

商品等が伸長しました。 

１．経営成績

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）  12,469,594  2,966,744  －  15,436,339 ％ 42.2

ビル用資材（千円）  13,440,153  2,839,739  －  16,279,892 ％ 44.5

ＤＩＹ商品（千円）  －  －  2,244,441  2,244,441 ％ 6.1

ＯＥＭ関連資材（千円）  －    1,197,072  －  1,197,072 ％ 3.3

その他（千円）  715,793  720,556  －  1,436,350 ％ 3.9

合計（千円）  26,625,541  7,724,113  2,244,441  36,594,096 ％ 100.0
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この結果、当事業年度のルート事業全体の売上高は、32億75百万円減少の266億25百万円（前事業年度比11.0％

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、前事業年度比で建具商品が10.6％減、マンション住宅商品が同24.7％減、インテリア商品が同

27.8％減、建設副資材が同26.3％減となり、売上高は前事業年度比21.8％減少の29億66百万円となりました。 

マンション住宅商品が大きく減少した要因は、物干関連商品・ポスト関連商品・換気口関連商品等が大幅に減少

したことによるものです。 

ビル用資材は、前事業年度比でビル用商品が31.2％減、福祉商品が同0.2％増、景観商品が同3.3％減となり、売

上高は、前事業年度比24.5％減少の28億39百万円となりました。 

ビル用商品が大きく減少した要因は、屋上ベランダ廻り商品や窓廻り商品等の大型商品が大幅に減少したことに

よるものです。 

ＯＥＭ関連資材は、戸建住宅向け環境配慮型の新規ＯＥＭ商品や新規商材の開拓に努めてまいりましたが、新設

マンション着工戸数の大幅減少によるメーカー生産調整の影響により定番ＯＥＭ商品の販売が減少し、前事業年度

比4.7％減少の11億97百万円となりました。 

この結果、当事業年度の建材事業全体の売上高は、19億34百万円減少の77億24百万円（前事業年度比20.0％減）

となりました。 

  

③ ＤＩＹ事業（ＤＩＹ商品） 

ホームセンター、ディスカウントストア等の小売業における販売不振が続いている中、Ｍ＆Ａや店舗閉鎖等によ

る得意先の減少があり、既存店でのリピート受注も減少傾向にあるものの、新規開店及び既存店の売場見直しによ

る改装等において、新規定番導入と新商品の拡販強化に努めてまいりました。また、季節商材の定番受注の獲得及

びプロ志向店への差別化提案による商品導入を実施しました。 

この結果、当事業年度のＤＩＹ事業の売上高は、77百万円増加の22億44百万円（前事業年度比3.6％増）となり

ました。 

  

（次期の見通し） 

今後のわが国経済は、輸出を中心に企業収益が改善していくことが期待されますが、雇用・所得環境は依然とし

て厳しく、個人消費の回復にはまだ時間がかかると思われ、引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。 

当業界におきましても、住宅建設の本格的な回復にはなお時間を要するものと思われ、また公共投資等も依然低

調に推移すると予想されますことから、厳しい状況が続くものと思われます。 

このような状況のもとで、当社は、今後もますます成長が見込まれるリフォーム市場向け商品をはじめとした

「ＡＣＥ」商品の開発に一層力を入れ、また住宅・マンション市場のみにとらわれることなく、広くオフィスビ

ル・商業施設・公共施設等の市場・新販路の開拓に力を入れ、収益の回復・向上を目指す所存であります。  

当社の次期の業績予想につきましては、売上高372億円、営業利益１億14百万円、経常利益１億52百万円、当期

純利益１億20百万円を見込んでおります。 
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（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産  

当事業年度末の総資産は、前事業年度比8.9％減少し204億31百万円となりました。 

流動資産は、前事業年度末比 17億９百万円減少し、151億61百万円となりました。これは主として、売上債権の

「受取手形」及び「売掛金」の合計が16億24百万円、現金及び預金が２億68百万円、それぞれ減少し、未収入金が

１億88百万円増加したこと等によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末比２億80百万円減少し、52億70百万円となりました。これは、有形固定資産が１億50

百万円、無形固定資産が20百万円、投資その他の資産が１億８百万円それぞれ減少したことによるものでありま

す。有形固定資産及び無形固定資産の主な減少要因は、減価償却によるものであります。投資その他の資産の減少

は主として、長期性預金が解約により２億円減少したこと、投資有価証券が取得及び時価の回復等により95百万円

増加したことによるものであります。 

（ロ）負債  

当事業年度末の負債は、前事業年度比12.4％減少し145億60百万円となりました。 

流動負債は、前事業年度末比25億７百万円減少し、128億７百万円となりました。これは主として、仕入債務の

「支払手形」及び「買掛金」の合計が20億20百万円、訴訟損失引当金が３億10百万円、１年内返済予定長期借入金

が１億42百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

固定負債は、前事業年度末比４億41百万円増加し、17億53百万円となりました。これは主として、長期借入金が

３億98百万円増加したことによるものであります。 

（ハ）純資産  

純資産は、前事業年度末比76百万円増加し、58億70百万円となりました。これは主として、当期純利益を60百万

円計上したこと、その他有価証券評価差額が前事業年度比56百万円増加したこと、及び配当金を40百万円支払った

ことによるものであります。 

この結果、当事業年度末の自己資本比率は28.7％となり、１株当たり純資産は、14円44銭増加し、1,093円40銭

となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末から１億28百万円減少

し、11億79百万円となりました。当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のと

おりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果支出した資金は、５億59百万円（前事業年度は８億17百万円の収入）となりました。 

これは主に、売上債権の減少額14億57百万円、減価償却費２億51百万円、税引前当期純利益86百万円等資金の増

加に対し、仕入債務の減少額20億39百円、訴訟損失引当金の減少額３億10百万円等資金の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） 

投資活動の結果得られた資金は、２億15百万円（前事業年度は１億61百万円の支出）となりました。 

これは主に、定期預金の払戻による収入４億40百万円等資金の増加に対し、定期預金の預入による支出１億円、

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出66百万円、投資有価証券の取得による支出56百万円等資金の減少

があったこと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） 

財務活動の結果得られた資金は、２億15百万円（前事業年度は３億77百万円の支出）となりました。 

これは、長期借入れによる収入10億円の資金増加に対し、長期借入金の返済による支出７億43百万円、配当金の

支払額40百万円の資金減少があったこと等によるものであります。  
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 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

・自己資本比率 → 自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率 → 株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率 → 有利子負債／ 営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ → 営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※第64期の営業キャッシュ・フローはマイナスとなったため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタ

レスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、株主資本の充実と長期的で安定した収

益力を維持するとともに、継続的かつ安定的な配当を実施していくことを基本方針としております。  

当期の業績は、依然低迷いたしましたが、安定的な配当の維持並びに今後の事業展開等を総合的に勘案し、期末配

当は１株につき４円（前期実績比３円50銭減配）とさせていただくことといたしました。 

なお、次期の期末配当金につきましては、１株当たり７円を予定しております。 

  

（4）事業等のリスク 

当社の業績等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。  

（ルート事業及び建材事業）  

金物店及び販売工事店等に住宅用資材・ビル用資材を販売しておりますが、住宅着工戸数（特にマンション等の

集合住宅）の大幅な減少により、当事業の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

（建材事業） 

特定需要家向けに相手先ＯＥＭ商品を継続的に販売しておりますが、相手先の生産動向（生産調整・生産拠点の

海外移転等）によっては、当事業の業績に影響が及ぶ可能性があります。  

（ＤＩＹ事業） 

ホームセンター及びディスカウントストア等にＤＩＹ商品を販売しておりますが、個人消費の動向や季節的要因

により、当事業の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

  

  
第６２期

平成20年３月期 
第６３期

平成21年３月期 
第６４期

平成22年３月期 

自己資本比率（％）  27.5  25.8  28.7

時価ベースの自己資本比率（％）  9.9  7.0  11.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍）  1.9  1.4  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  25.9  28.6  －
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該当事項はありません。   

（1）会社の経営の基本方針 

（2）目標とする経営指標 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

（4）会社の対処すべき課題 

以上４項目につきましては、平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月13日開示）により開示を行った内容から

重要な変更がないため開示を省略しております。  

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.sugita-ace.co.jp/ir/index.html 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））  

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,578,522 1,309,963

受取手形 5,269,879 4,973,608

売掛金 7,400,074 6,071,986

完成工事未収入金 － 117,307

商品 1,644,652 1,399,062

未成工事支出金 － 113,442

未収入金 1,018,464 1,206,677

前払費用 24,053 23,218

その他 786 948

貸倒引当金 △66,000 △55,000

流動資産合計 16,870,432 15,161,216

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  3,435,583 ※1  3,429,416

減価償却累計額 △1,981,608 △2,060,438

建物（純額） 1,453,975 1,368,978

構築物 666,457 661,238

減価償却累計額 △444,157 △456,294

構築物（純額） 222,300 204,943

機械及び装置 195,673 181,017

減価償却累計額 △153,843 △142,212

機械及び装置（純額） 41,830 38,805

車両運搬具 29,665 29,665

減価償却累計額 △27,664 △28,537

車両運搬具（純額） 2,000 1,127

工具、器具及び備品 811,324 815,317

減価償却累計額 △676,752 △725,281

工具、器具及び備品（純額） 134,571 90,035

土地 ※1  1,946,253 ※1  1,946,253

有形固定資産合計 3,800,932 3,650,143

無形固定資産   

電話加入権 9,116 9,116

ソフトウエア 118,013 97,550

その他 172 150

無形固定資産合計 127,302 106,817
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 577,254 672,858

出資金 91,682 91,682

長期貸付金 2,500 －

従業員に対する長期貸付金 21,395 24,060

破産更生債権等 387,986 335,493

長期前払費用 167,273 154,058

その他 728,972 529,686

貸倒引当金 △354,769 △294,459

投資その他の資産合計 1,622,294 1,513,379

固定資産合計 5,550,529 5,270,341

資産合計 22,420,961 20,431,557

負債の部   

流動負債   

支払手形 8,495,960 7,113,079

買掛金 5,240,998 4,603,851

1年内返済予定の長期借入金 ※1  643,941 ※1  501,551

未払金 44,447 41,103

未払法人税等 26,214 23,938

未払消費税等 9,640 28,823

未払費用 499,987 434,588

未成工事受入金 － 21,549

預り金 44,248 39,015

訴訟損失引当金 ※2  310,000 －

流動負債合計 15,315,439 12,807,502

固定負債   

長期借入金 ※1  533,843 ※1  932,452

退職給付引当金 342,121 355,302

役員退職慰労引当金 375,450 391,750

繰延税金負債 33,874 43,488

その他 26,500 30,500

固定負債合計 1,311,789 1,753,492

負債合計 16,627,229 14,560,995
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,240 697,240

資本剰余金   

資本準備金 409,450 409,450

資本剰余金合計 409,450 409,450

利益剰余金   

利益準備金 168,810 168,810

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 31,927 30,490

別途積立金 5,190,000 4,390,000

繰越利益剰余金 △610,273 211,874

利益剰余金合計 4,780,463 4,801,174

自己株式 △2,133 △2,345

株主資本合計 5,885,020 5,905,519

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △91,288 △34,957

評価・換算差額等合計 △91,288 △34,957

純資産合計 5,793,732 5,870,562

負債純資産合計 22,420,961 20,431,557
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

商品売上高 41,727,398 36,063,181

完成工事高 － 530,915

売上高合計 41,727,398 36,594,096

売上原価   

商品期首たな卸高 1,640,032 1,644,652

当期商品仕入高 35,867,125 30,491,992

合計 37,507,157 32,136,645

商品期末たな卸高 1,644,652 1,399,062

商品売上原価 35,862,504 30,737,583

完成工事原価 － 509,908

売上原価合計 35,862,504 31,247,491

売上総利益 5,864,893 5,346,604

販売費及び一般管理費   

販売促進費 82,698 95,114

荷造運搬費 468,563 438,170

広告宣伝費 493,624 226,213

貸倒引当金繰入額 173,042 41,356

役員報酬 176,307 167,574

給料及び手当 2,505,682 2,458,741

退職給付費用 70,765 70,070

役員退職慰労引当金繰入額 16,300 16,300

福利厚生費 510,151 464,561

交際費 126,701 63,046

旅費及び交通費 187,098 160,227

事業税 12,821 11,604

租税公課 74,491 72,019

減価償却費 318,959 251,706

賃借料 306,463 270,951

通信費 131,679 126,453

業務委託費 276,070 192,155

消耗品費 127,490 104,965

雑費 208,644 202,020

販売費及び一般管理費合計 ※1  6,267,557 ※1  5,433,252

営業損失（△） △402,664 △86,647
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 6,022 5,262

有価証券利息 2,675 2,675

受取配当金 8,319 5,389

仕入割引 81,371 78,964

受取家賃 11,807 11,138

デリバティブ評価益 24,978 －

雑収入 16,099 13,846

営業外収益合計 151,274 117,277

営業外費用   

支払利息 28,679 27,203

為替差損 21,902 －

投資事業組合運用損 7,981 10,663

手形売却損 36,241 21,400

雑損失 5,045 1,032

営業外費用合計 99,850 60,299

経常損失（△） △351,239 △29,669

特別利益   

固定資産売却益 － ※2  400

貸倒引当金戻入額 － 11,000

訴訟損失引当金戻入額 － 117,507

特別利益合計 － 128,907

特別損失   

固定資産売却損 － ※3  5,199

固定資産除却損 ※4  3,520 ※4  7,280

投資有価証券評価損 32,355 －

訴訟損失引当金繰入額 310,000 －

特別損失合計 345,876 12,479

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △697,116 86,758

法人税、住民税及び事業税 33,731 26,759

法人税等調整額 384,308 △985

法人税等合計 418,040 25,773

当期純利益又は当期純損失（△） △1,115,156 60,984
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 （注） 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

  

【完成工事原価報告書】

   
当事業年度

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 区分 注記 
番号 

金額（千円） 構成比（％）

Ⅰ 材料費    454,132  72.9

Ⅱ 外注費    127,818  20.5

Ⅲ 労務費  28,800  4.6

Ⅳ 経費    12,599  2.0

計  623,351  100.0

期首未成工事支出金   －

合計    623,351

期末未成工事支出金  113,442

完成工事原価 
  
   509,908
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 697,240 697,240

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 697,240 697,240

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 409,450 409,450

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 409,450 409,450

資本剰余金合計   

前期末残高 409,450 409,450

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 409,450 409,450

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 168,810 168,810

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 168,810 168,810

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 33,431 31,927

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △1,504 △1,436

当期変動額合計 △1,504 △1,436

当期末残高 31,927 30,490

別途積立金   

前期末残高 5,190,000 5,190,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △800,000

当期変動額合計 － △800,000

当期末残高 5,190,000 4,390,000
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 584,299 △610,273

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 1,504 1,436

別途積立金の取崩 － 800,000

剰余金の配当 △80,589 △40,273

当期純利益又は当期純損失（△） △1,115,156 60,984

自己株式の処分 △332 －

当期変動額合計 △1,194,573 822,147

当期末残高 △610,273 211,874

利益剰余金合計   

前期末残高 5,976,541 4,780,463

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △80,589 △40,273

当期純利益又は当期純損失（△） △1,115,156 60,984

自己株式の処分 △332 －

当期変動額合計 △1,196,078 20,711

当期末残高 4,780,463 4,801,174

自己株式   

前期末残高 △1,128 △2,133

当期変動額   

自己株式の取得 △2,728 △212

自己株式の処分 1,723 －

当期変動額合計 △1,004 △212

当期末残高 △2,133 △2,345

株主資本合計   

前期末残高 7,082,103 5,885,020

当期変動額   

剰余金の配当 △80,589 △40,273

当期純利益又は当期純損失（△） △1,115,156 60,984

自己株式の取得 △2,728 △212

自己株式の処分 1,391 －

当期変動額合計 △1,197,082 20,499

当期末残高 5,885,020 5,905,519
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △5,055 △91,288

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86,232 56,330

当期変動額合計 △86,232 56,330

当期末残高 △91,288 △34,957

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △5,055 △91,288

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86,232 56,330

当期変動額合計 △86,232 56,330

当期末残高 △91,288 △34,957

純資産合計   

前期末残高 7,077,048 5,793,732

当期変動額   

剰余金の配当 △80,589 △40,273

当期純利益又は当期純損失（△） △1,115,156 60,984

自己株式の取得 △2,728 △212

自己株式の処分 1,391 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86,232 56,330

当期変動額合計 △1,283,315 76,829

当期末残高 5,793,732 5,870,562
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △697,116 86,758

減価償却費 318,959 251,706

投資事業組合運用損益（△は益） 7,981 9,773

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 310,000 △310,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,713 13,180

貸倒引当金の増減額（△は減少） 173,042 30,356

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,500 16,300

受取利息及び受取配当金 △17,018 △13,327

支払利息 28,679 27,203

為替差損益（△は益） 945 －

投資有価証券評価損益（△は益） 32,355 －

固定資産売却損益（△は益） － 5,199

固定資産除却損 3,520 7,280

デリバティブ評価損益（△は益） △24,978 －

その他の損益（△は益） 3,393 2,325

売上債権の増減額（△は増加） 3,201,593 1,457,878

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,620 132,147

未収入金の増減額（△は増加） △350,029 △188,250

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,241 1,318

仕入債務の増減額（△は減少） △1,777,250 △2,039,868

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,060 △49,667

その他の固定資産の増減額（△は増加） △20,000 20,000

その他の固定負債の増減額（△は減少） △52,663 4,000

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,397 19,183

小計 1,097,364 △516,502

利息及び配当金の受取額 16,984 13,364

利息の支払額 △28,574 △27,849

法人税等の支払額 △268,647 △28,495

営業活動によるキャッシュ・フロー 817,127 △559,483
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △40,000 △100,000

定期預金の払戻による収入 － 440,000

有形固定資産の取得による支出 △88,882 △26,789

有形固定資産の売却による収入 － 6,370

無形固定資産の取得による支出 △21,656 △40,023

投資有価証券の取得による支出 △6,524 △56,448

投資有価証券の売却による収入 － 1,540

貸付けによる支出 － △8,700

貸付金の回収による収入 20,830 8,535

その他の支出 △60,992 △56,438

その他の収入 35,674 47,145

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,551 215,191

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 300,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △595,240 △743,781

自己株式の売却による収入 1,391 －

自己株式の取得による支出 △2,728 △212

配当金の支払額 △80,589 △40,273

財務活動によるキャッシュ・フロー △377,166 215,733

現金及び現金同等物に係る換算差額 △945 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 277,464 △128,558

現金及び現金同等物の期首残高 1,031,057 1,308,522

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,308,522 ※  1,179,963
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該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同 左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

（1）商品 

総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定） 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「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日公表分）を適用してお

ります。 

これにより、営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失は、それぞれ1,916千

円増加しております。 

（1）商品 

総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定） 

   

  （2）     ―――― 

  

（2）未成工事支出金 

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については

定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

（1）有形固定資産 

同 左 

  建物 ７～50年 

構築物 ７～35年 

工具、器具及び備品 ２～15年 

  

  （2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

（2）無形固定資産 

同 左 

  （3）長期前払費用 

定額法 

（3）長期前払費用 

同 左 
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項目 
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

４．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

（1）貸倒引当金 

同 左 

  （2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額を費

用処理することとしております。  

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（13年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしており

ます。   

（2）退職給付引当金 

同 左 

     （会計方針の変更） 

当事業年度より、「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31日）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。  

  （3）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給見込額を計

上しております。 

（3）役員退職慰労引当金 

同 左 

  （4）訴訟損失引当金 

訴訟に対する損失に備えるため、将来

発生する可能性のある損失を見積り、必

要と認められる金額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

「注記事項（貸借対照表関係）＊２訴

訟事件等」に記載のとおり、当事業年度

末現在係属中の訴訟案件について損失の

発生可能性が高まったことに伴い、訴訟

損失引当金を310,000千円計上しており

ます。 

（4）     ―――― 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から

３か月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。

同 左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同 左 
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３

月31日） 

該当事項はありません。 

  

会計処理方法の変更

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準） 

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、当事業年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

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。  

これによる損益に与える影響はありません。 

―――― 

  

表示方法の変更

追加情報

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

―――― 

  

設置工事を伴う商品販売については、従来、商品出荷

時に収益を認識しておりましたが、工事件数の増加や、

工事１件あたりの契約金額の増加に伴い、関連する収益

の金額的重要性が増してきたため、当事業年度より「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成

19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）に準拠して工事会計を適用しております。なお、工

事会計の適用にあたっては、当事業年度に着手した工事

契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比較して、当事

業年度の売上高が123,382千円、売上総利益が9,939千円

それぞれ減少し、営業損失及び経常損失がそれぞれ

9,939千円増加し、税引前当期純利益が同額減少してお

ります。また、未成工事支出金が流動資産に113,442千

円計上されております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

＊１．担保資産と対応債務 ＊１．担保資産と対応債務 

（担保資産）     

建物 480,809千円

土地 439,258  

計 920,068  

（対応債務）     

１年内返済予定長期借入金 501,885  

長期借入金 277,165  

計 779,050  

（担保資産）     

建物 648,681千円

土地 516,968  

計 1,165,649  

（対応債務）     

１年内返済予定長期借入金 365,895  

長期借入金 811,430  

計 1,177,325  

＊２．訴訟事件等 

大阪府営住宅に居住の女性が階段の手すりを掴んだ

ところ、手すりが外れ転倒し重傷を負った事故につ

き、(財)大阪府住宅管理センター（訴訟承継人：大阪

府住宅供給公社）が、当社を被告として、その治療費

並びに手すり交換に要した費用等の損害賠償を求めた

訴訟については、平成20年12月22日に大阪地方裁判所

において、第一審判決「被告（当社）は、原告（大阪

府住宅供給公社）に対し、305,000千円並びに金利を支

払うこと」の言渡しを受けました。当社は、本判決を

不服として、平成21年１月８日付で大阪高等裁判所に

控訴を提起し、現在も係属中でありますが、現時点に

おいて具体的な決着内容を予測することは困難であり

ます。なお、第一審判決の言渡しを受け、訴訟に関す

る損失の発生可能性が高まったことに伴い、当事業年

度において訴訟損失引当金を310,000千円計上しており

ます。  

＊２．訴訟事件等 

大阪府営住宅に居住の女性が階段の手すりを掴んだ

ところ、手すりが外れ転倒し重傷を負った事故につ

き、(財)大阪府住宅管理センター（訴訟承継人：大阪 

府住宅供給公社）が、当社を被告として、その治療費

並びに手すり交換に要した費用等の損害賠償を求めた

訴訟については、平成20年12月22日に大阪地方裁判所

において、第一審判決「被告（当社）は、原告（大阪

府住宅供給公社）に対し、305,000千円並びに金利を支

払うこと」の言渡しを受けました。当社は、本判決を

不服として、平成21年１月８日付で大阪高等裁判所に

控訴を提起いたしましたが、本件控訴審の過程におい

て同裁判所による和解勧告があり、協議の結果、和解

案を受諾することとし、当社が大阪府住宅供給公社に

250,000千円の和解金を支払うことで、平成21年６月15

日に訴訟上の和解が成立しました。 

なお、前事業年度において当訴訟に対して訴訟損失

引当金を310,000千円計上しておりましたが、和解の成

立に伴い、当事業年度において訴訟損失に充当し、差

額を訴訟損失引当金戻入額として特別利益に117,507千

円計上いたしました。  
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） １．普通株式の自己株式の増加6,269株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の減少3,388株は、単元未満株式の売渡による減少であります。  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

   

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

   

（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

＊１．研究開発費の総額 ＊１．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 94,856千円 一般管理費に含まれる研究開発費 87,558千円 

＊２．        ―――― ＊２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

   ゴルフ会員権 400千円 

＊３．        ―――― ＊３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

   機械及び装置 5,199千円 

＊４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ＊４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 248千円 

構築物 279   

機械及び装置 42   

工具、器具及び備品 950   

ゴルフ会員権 2,000   

建物 529千円 

構築物 1,387   

機械及び装置 4,324   

工具、器具及び備品 891   

ソフトウェア 147   

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末
株式数（株） 

当事業年度
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  5,374,000  －  －  5,374,000

合計  5,374,000  －  －  5,374,000

自己株式         

普通株式 （注）１,２  1,364  6,269  3,388  4,245

合計  1,364  6,269  3,388  4,245

  
（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

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  80,589  15.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  40,273 利益剰余金   7.50 平成21年３月31日 平成21年６月30日
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加667株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

   

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

   

  

  
前事業年度末
株式数（株） 

当事業年度
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  5,374,000  －  －  5,374,000

合計  5,374,000  －  －  5,374,000

自己株式         

普通株式 （注）  4,245  667  －  4,912

合計  4,245  667  －  4,912

  
（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

平成21年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  40,273  7.50 平成21年３月31日 平成21年６月30日 

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年５月14日 

取締役会 
普通株式  21,476 利益剰余金   4.00 平成22年３月31日 平成22年６月10日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

＊現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） 

＊現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,578,522千円 

預入期間が３か月を超える定

期預金 
△270,000  

現金及び現金同等物 1,308,522  

現金及び預金勘定 1,309,963千円 

預入期間が３か月を超える定

期預金 
△130,000  

現金及び現金同等物 1,179,963  
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（リース取引関係）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その

内容は次のとおりであります。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

同 左 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具  83,025  48,459  34,566

工具器具備品  11,822  11,083  738

合計  94,848  59,542  35,305

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（注） 同 左 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具  53,322  35,163  18,158

合計  53,322  35,163  18,158

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

１年内 17,146千円 

１年超 18,158  

合計 35,305  

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

（注） 同 左 

１年内 10,371千円 

１年超 7,787  

合計 18,158  

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 21,710千円 

減価償却費相当額 21,710  

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 17,146千円 

減価償却費相当額 17,146  

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

（減損損失について） 

同 左  

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

オペレーティング・リース取引に係る未経過リース

料 

１年内 4,269千円 

１年超 13,414  

合計 17,684  

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

オペレーティング・リース取引に係る未経過リース

料 

１年内 7,075千円 

１年超 13,425  

合計 20,500  
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項  

（1）金融商品に対する取組方針  

当社は、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については銀行借入による方針でありま

す。デリバティブ取引は行っておりません。   

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制  

営業債権である受取手形及び売掛金並びに完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リ

スクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、経理部業務管

理室が、主な取引先の信用状況及び財務状況等を随時把握する体制であり、回収懸念の早期把握や軽減を図ってお

ります。 

未収入金は、主に手形売却債権びファクタリング債権であり、取引先の信用リスクに晒されております。当該リ

スクに関しては、営業債権と同様のリスク管理体制により、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、投資信託及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒

されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて１年内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金及び長

期借入金（原則として５年以内）は主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスク

に晒されております。 

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、経理部において月次で資金繰計画を作成する

などの方法により管理しております。 

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません（(注)２.を参照）。 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

（1）現金及び預金、（2）受取手形、（3）売掛金、（4）完成工事未収入金、（5）未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

（6）投資有価証券 

時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示され

た価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関

係」をご覧下さい。 

（金融商品関係）

  
貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金   1,309,963  1,309,963  －

（2）受取手形  4,973,608  4,973,608  －

（3）売掛金  6,071,986  6,071,986  －

（4）完成工事未収入金  117,307  117,307  －

（5）未収入金  1,206,677  1,206,677  －

（6）投資有価証券    

その他有価証券  480,348  480,348  －

資産計  14,159,892  14,159,892  －

（1）支払手形  7,113,079  7,113,079  －

（2）買掛金  4,603,851  4,603,851  －

（3）１年以内返済予定の長期借入金  501,551  517,060  15,509

（4）長期借入金  932,452  915,292  △17,159

負債計  13,150,934  13,149,283  △1,650
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負 債 

（1）支払手形、（2）買掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

（3）１年内返済予定の長期借入金、（4）長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しております。 

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品  

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握

することが極めて困難と認められるため、「（6）投資有価証券」には含めておりません。 

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額  

（注）４．長期借入金の決算日後の返済予定額  

    

 （追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

区分   貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式    103,982

組合出資金    88,527

  
１年以内
（千円） 

１年超
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

現金及び預金  1,309,963  －  －  －

受取手形  4,973,608  －  －  －

売掛金  6,071,986  －  －  －

完成工事未収入金  117,307  －  －  －

未収入金  1,206,677  －  －  －

投資有価証券     

その他有価証券のうち満期があるも

の（債券） 
 －  －  －  175,000

 合計  13,679,544  －  －  175,000

区分 
１年以内 
（千円） 

１年超
２年以内 
（千円） 

２年超
３年以内 
（千円） 

３年超
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超
（千円） 

長期借入金  －  353,242  253,940  223,830  101,440  －
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前事業年度（平成21年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）その他有価証券で時価のある株式について、減損処理を行っているものがあり、その減損処理金額は、32,355千

円であります。なお、当該減損処理にあたっては、「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、時価が取得原

価に対して50％以上下落したもの、及び40％以上50％未満下落したもののうち回復可能性が乏しいと判断された

ものについて減損処理を行っております。 

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注）その他有価証券で時価評価されていない非上場株式について、金融商品に係る会計基準の適用に伴う減損処理を

行っているものはありません。 

   

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

株式  41,374  70,090  28,716

債券       

社債  －  －  －

その他  －  －  －

その他  1,575  2,268  693

小計  42,949  72,358  29,409

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

株式  168,481  115,839  △52,642

債券       

社債  －  －  －

その他  175,000  146,227  △28,772

その他  107,295  80,518  △26,777

小計  450,777  342,585  △108,192

合計  493,726  414,943  △78,782

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  55,422

その他  106,887

種類 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内  
（千円） 

10年超
（千円） 

債券         

社債  －  －  －  －

その他  －  －  －  175,000

合計  －  －  －  175,000
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当事業年度（平成22年３月31日現在） 

１．その他有価証券 

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

３．減損処理を行った有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当事業年度において減損処理を行ったものはありません。 

なお、減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得価額に比べて50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行

う方針であります。 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３

月31日） 

該当事項はありません。 

     

  種類 
貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

（1）株式  154,630  98,785  55,845

（2）債券       

その他  －  －  －

（3）その他  36,252  29,716  6,536

小計  190,882  128,501  62,381

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

（1）株式  92,841  117,418  △24,577

（2）債券       

その他  138,715  175,000  △36,285

（3）その他  57,909  71,364  △13,454

小計  289,465  363,783  △74,317

合計  480,348  492,284  △11,936

区分 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

（1）株式  1,540  －  －

（2）債券    －  －  －

（3）その他  －  －  －

 合計  1,540  －  －

（デリバティブ取引関係）

－ 29 －

杉田エース㈱（7635）平成22年３月期 決算短信（非連結）



   

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３

月31日） 

該当事項はありません。 

   

（退職給付関係）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１. 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、特定退職金共済制

度及び退職一時金制度を、確定拠出型の制度として、確

定拠出年金制度を設けております。また、従業員の退職

等に際して、割増退職金を支払う場合があります。 

１. 採用している退職給付制度の概要 

同 左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

イ．退職給付債務  △351,138千円

ロ．年金資産  －  

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）  △351,138  

ニ．未認識数理計算上の差異 7,511  

ホ．未認識過去勤務債務 1,504  

ヘ. 貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋

ホ） 
△342,121  

ト．前払年金費用 －  

チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △342,121  

イ．退職給付債務  △363,202千円

ロ．年金資産  －  

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）  △363,202  

ニ．未認識数理計算上の差異 7,684  

ホ．未認識過去勤務債務 214  

ヘ. 貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋

ホ） 
△355,302  

ト．前払年金費用 －  

チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △355,302  

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

イ．勤務費用 18,954千円

ロ．利息費用 7,187  

ハ．期待運用収益 －  

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 1,830  

ホ．過去勤務債務の費用処理額 1,289  

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋

ホ） 
29,261

  

ト．その他 41,503  

チ．計（ヘ＋ト） 70,765  

イ．勤務費用 19,106千円

ロ．利息費用 7,022  

ハ．期待運用収益 －  

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 1,724  

ホ．過去勤務債務の費用処理額 1,289  

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋

ホ） 
29,143

  

ト．その他 40,926  

チ．計（ヘ＋ト） 70,070  

（注）「ト．その他」は、確定拠出年金への掛金支払額で

あります。 

（注）「ト．その他」は、確定拠出年金への掛金支払額で

あります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間

配分方法 
期間定額基準  

ロ．割引率     2.0 ％ 

ハ．期待運用収益率  ― 

ニ．数理計算上の差異の処

理年数 
  13年 

  

（各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数による定額法により按

分した額をそれぞれ発生

の翌期から費用処理する

こととしております。）

ホ．過去勤務債務の処理年数  ５年 

イ．退職給付見込額の期間

配分方法 
期間定額基準  

ロ．割引率     2.0 ％ 

ハ．期待運用収益率  ― 

ニ．数理計算上の差異の処

理年数 
   年 13

  

  

同 左 

  

ホ．過去勤務債務の処理年数     ５年 

（ストック・オプション等関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

流動資産     

（繰延税金資産）     

訴訟損失引当金否認 126,150千円

未払賞与否認 93,003  

繰越欠損金 83,346  

未払事業税否認 3,450  

未払事業所税否認 6,088  

その他 27,825  

繰延税金資産小計 339,864  

評価性引当額 △339,864  

繰延税金資産合計 －  

固定資産     

（繰延税金資産）     

役員退職慰労引当金否認 152,784  

貸倒引当金損金算入限度超過額 111,963  

退職給付引当金超過額 139,221  

投資有価証券評価損否認 34,589  

ゴルフ会員権評価損否認 2,394  

一括償却資産損金不算入 6,279  

減損損失否認 7,821  

その他有価証券評価差額金  44,027  

その他  13,188  

繰延税金資産小計 512,270  

評価性引当額 △512,270  

繰延税金資産合計 －  

固定負債     

（繰延税金負債）     

買換資産圧縮積立金 △21,907  

その他有価証券評価差額金 △11,967  

繰延税金負債合計 △33,874  

流動資産     

（繰延税金資産）     

未払賞与否認 82,351千円

繰越欠損金 198,100  

未払事業税否認 3,230  

未払事業所税否認 6,138  

その他 14,785  

繰延税金資産小計 304,607  

評価性引当額 △304,607  

繰延税金資産合計 －  

    

固定資産     

（繰延税金資産）     

役員退職慰労引当金否認 159,417  

貸倒引当金損金算入限度超過額 77,769  

退職給付引当金超過額 144,585  

投資有価証券評価損否認 32,524  

ゴルフ会員権評価損否認 2,394  

一括償却資産損金不算入 1,697  

減損損失否認 7,821  

その他有価証券評価差額金  27,424  

その他  15,940  

繰延税金資産小計 469,573  

評価性引当額 △469,573  

繰延税金資産合計 －  

固定負債     

（繰延税金負債）     

買換資産圧縮積立金 △20,921  

その他有価証券評価差額金 △22,566  

繰延税金負債合計 △43,488  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の内訳 

当事業年度は、税引前当期純損失のため、記載して

おりません。 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

28.7  

評価性引当額の増減 △70.7  

住民税均等割等 30.8  

その他 0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.7  
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３

月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関

連当事者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13号 平成18年10月17日）を適用してお

ります。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。   

関連当事者との取引 

財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件ないし取引条件の決定、方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

（持分法損益等）

（賃貸等不動産関係）

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

主要株主 杉田三郎 ― ― 
当社名誉会

長 

（被所有） 
直接 17.21 
間接 13.02 

従業員の宿

舎の貸借 
従業員の宿

舎の賃借  4,220 前払費用 320
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 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３

月31日） 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 １株当たり純資産額 1,078.96円 

 １株当たり当期純損失金額 207.65円 

 １株当たり純資産額 1,093.40円 

 １株当たり当期純利益金額 11.36円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり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。 

  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △1,115,156  60,984

普通株主に帰属しない金額 （千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 △1,115,156  60,984

期中平均株式数 （千株）  5,370  5,369

（重要な後発事象）
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（1）役員の異動 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動 

・退任予定取締役 

専務取締役  西山 悦泰 （顧問 就任予定） 

専務取締役  前澤 英雄 （相談役 就任予定） 

・補欠監査役候補 

補欠監査役  幸島 祥夫 （現 ワンハンドレッド・ブロードウェイ・パートナーズＬＬＰ 

共同代表パートナー）         

 なお、幸島祥夫氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の補欠候補者です。 

   

③ 異動予定日 

平成22年６月29日 

（2）その他 

該当事項はありません。 

  

５．その他
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