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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

21年3月期 10,469 △0.2 381 △21.6 369 △15.6 169 △32.6

20年3月期 10,485 2.5 486 7.8 437 14.4 252 30.2

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 ％ ％ ％

21年3月期 11.73 ― 13.2 4.5 3.6
20年3月期 17.41 ― 22.3 5.3 4.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  9百万円 20年3月期  6百万円

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

21年3月期 7,843 1,346 17.2 92.96
20年3月期 8,710 1,223 14.0 84.48

（参考） 自己資本  21年3月期  1,346百万円 20年3月期  1,223百万円

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

21年3月期 872 534 △1,287 721
20年3月期 451 △1,134 602 602

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 2.50 2.50 36 14.4 3.2
21年3月期 ― ― ― 2.50 2.50 36 21.3 2.8

22年3月期 
（予想）

― ― ― 2.50 2.50 14.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結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 
連結累計期間

4,522 △12.5 109 △4.6 85 △26.8 54 △6.9 3.74

通期 9,579 △8.5 466 22.5 418 13.2 243 43.2 16.80
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

(2) 連結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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （ 社名 シンワ運輸埼玉株式会社 ）

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 14,500,000株 20年3月期 14,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期 16,680株 20年3月期 15,738株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年3月期 10,500 0.6 447 △17.2 427 △13.4 196 △22.3

20年3月期 10,436 2.9 540 20.1 494 22.2 253 16.8

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
円 銭 円 銭

21年3月期 13.60 ―

20年3月期 17.49 ―

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 7,878 1,406 17.9 97.11
20年3月期 8,736 1,256 14.4 86.75

（参考） 自己資本 21年3月期  1,406百万円 20年3月期  1,256百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確実要素が内在しておりますので、実際の
業績はこれらの予想値と異なる場合があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は添付資料3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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

4,537 △12.4 107 △32.5 83 △48.4 52 △44.8 3.38

通期 9,611 △8.5 467 4.4 418 △2.2 243 23.8 16.84
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 
 ・当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題などに端を発した世界

経済の悪化や、原油・原材料価格の高騰等による影響などにより景気低迷が深刻化する状況とな

りました。 
   このような状況のもと、当社グループの売上高は 104 億 69 百万円（前年同期比 0.2％減）、営

業利益は 3 億 90 百万円（前期比 96 百万円減）、経常利益は 3 億 78 百万円（前年同期比 59 百万

円減）となりました。特別損失として子会社のシンワ運輸埼玉㈱の解散に伴う費用、88 百万円を

子会社清算損として計上しましたが、固定資産や投資有価証券の売却益などにより、当期純利益

は 1 億 69 百万円（前年同期比 82 百万円減）となりました。 
   なお、当連結会計年度の事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。 
 
＜事業セグメント別の売上高＞                          （単位：百万円、％） 

事業セグメント別 第 61 期 第 62 期（当期）
前期比 
増減額 

前期比 
増減率 

 情 報 サ ー ビ ス 事 業 6,614 6,818 204 3.1
 陸 運 事 業 1,911 1,694 △ 217  △ 11.4
 海 運 事 業 857 1,014 156 18.3
 倉 庫 事 業 961 822 △ 139 △ 14.5
 商 事 事 業 139 119 △  20 △ 14.3

物

流

事

業 
 合        計 3,870 3,650 △ 219 △ 5.7

 総 合 計 10,485 10,469 △15 △ 0.2

 
  ① 情報サービス事業 

情報サービス事業は、下期に入り関西圏の製造業を中心とした事業の低迷はありましたが、

東京地区を中心としたシステム開発および人事給与を主体としたプロダクト事業は堅調に推移

したこと、更に稼動１年目となったデータストレージ事業が順調に立ち上がったことにより、

売上高は 68 億 18 百万円(前期比 3.1％増)となりました。 
② 物流事業 

    物流事業全体の売上高は 36 億 50 百万円で前期比 5.7％減となりました。 
   各事業の概況は次のとおりであります。 
    陸運事業は、セメント需要の落ち込みと小麦粉値上げに伴う買い控えによる輸送量の減少お

よび昨年１０月の海上コンテナ事業からの撤退により、売上高は 16 億 94 百万円（前期比 11.4％
減）となりました。 

海運事業は、空コンテナの本船積作業や内航船取扱業務が減少したものの、建設発生土積出

作業を受注したことにより、売上高は 10 億 14 百万円（前期比 18.3％増）となりました。 
    倉庫事業は、大口荷主の撤退に伴う賃借倉庫の返還と松戸営業所での荷主獲得のずれ込みに

より、売上高は 8 億 22 百万円（前期比 14.5％減）となりました。 
    商事事業は、建設資材の取扱減少により売上高が 1 億 19 百万円（前期比 14.3％減）となり

ました。なお本事業は本年 3 月をもって終了致しました。 
 
・次期の見通し 

 当社グループは、平成 19 年度から 3 ヵ年にわたり、会社の体質強化を主たる目的として「CS 
21」を全社運動として進めており、平成 21 年度は最終年度となります。 

情報サービス事業では、不況の出口が見えない中、売上高は減少する見込みでありますが、最

終年度となる CS21 活動を通して過去 2 年の活動で柱として根付いた事業の更なる発掘と体質強
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化に取り組んでまいります。 
  特に、「物流システム開発力の強化」、「アウトソーシング事業の拡大」、「オフショアの仕組み構築    

による収益増大」、「管理力強化」を強力に推進してまいります。 
 また順調に立ち上がりましたデータストレージ事業の早期 100％稼動を目指し、当初計画通り

事業開始 3 年目（平成 22 年度）で単年度黒字化を目指しております。 
物流事業では、新規荷主の獲得や既存荷主との取引拡大を推進する組織として開発営業部を新

設し、営業推進体制の強化を図り、事業基盤を強化してまいります。 
  次期は、物流事業全体としては当期と比べて減収の見通しですが、陸運事業での燃料価格の安定、

倉庫事業での営業所の本格稼働等により増益を見込んでおります。 
  陸運事業は、セメント輸送の低迷と海上コンテナ事業撤退の影響で、売上高は減少の見込みで

あります。 
  海運事業は、建設発生土積出作業の取扱いが無くなることなどにより、売上高は減少の見込み

であります。 
  倉庫事業は、大井営業所の新規稼働と松戸営業所の本格稼働により、売上高は増加の見込みで

あります。  
以上から、次期の業績予想といたしましては、連結売上高は 95 億 79 百万円、連結経常利益は 

4 億 18 百万円、連結当期純利益 2 億 43 百万円を見込んでおります。 
 

（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 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて８億９百万円減少し、２７億６４百万円となりま

した。これは、主としてデ－タストレ－ジ事業の設備保有会社であるエスポ－ト㈱への貸付

金８億円の返済によるものであります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて５７百万円減少し、５０億７８百万円となりまし

た。これは、主として東扇島倉庫にて使用する中古設備、デ－タストレ－ジ事業にて使用す

る設備の取得による増加と減価償却費、のれん償却額による減少によるものであります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度に比べて８億６７百万円減少し、７８億４３百万円

となりました。 
（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて４億５４百万円減少し、３８億９１百万円となり

ました。これは、主としてエスポ－ト㈱への転貸資金のための短期借入金の返済による減少

によるものであります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて５億３５百万円減少し、２６億５百万円となりま

した。これは、主として長期借入金の返済による減少によるものです。 
（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて１億２２百万円増加し、１３億４６百万円とな

りました。これは、主として当期純利益の増加と、配当金による利益剰余金の取崩しによる

ものであります。 
  ② キャッシュ・フロ－の状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末に

比べ、１億１８百万円増加し、当連結会計年度末には７億２１百万円となりました。 
（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は８億７２百万円（前連結会計年度比 ９３．３％増）となり
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ました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益３億１０百万円、減価償却費３億３１

百万円、仕入債務の増加２億５３百万円、売上債権の減少９３百万円であり、支出の主な内

訳は、法人税等の支払額１億９９百万円であります。 
（ロ）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５億３４百万円（前連結会計年度比 １６億６９百万円増）

となりました。これは主に、短期貸付金の回収と有形固定資産取得の支出によるものであり

ます。 
（ハ）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１２億８７百万円（前連結会計年度に取得した資金は６億

２百万円）となりました。これは主に、借入金の返済によるものであります。 
 
（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 
平成17年  

３月期 

平成18年  

３月期 

平成19年  

３月期 

平成20年  

３月期 

平成21年  

３月期 

自己資本比率（％） 6.2 11.2 13.1 14.0 17.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
29.9 43.7 38.5 29.8 20.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 9.6 8.4 7.0 11.7 4.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  7.6 10.0 11.8 6.6 11.8

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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。 

※キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しております。 

営業キャッシュ・フロ－は、連結キャッシュ・フロ－計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

－を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に記載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、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フ

ロ－計算書の利息の支払額を使用しております。 

 
（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、株主各位に対する長期的利益還元を重要な経営課題ととらえ、安定配当を行うことを

基本としつつ、企業体質の強化および今後の事業展開を勘案した上で業績に対応した配当を行う

こととしております。 
今般の世界的な景気の動向を鑑み、当期も前２期（第 60 期、第 61 期）と同水準の１株あたり

２円５０銭とさせていただきます。 
自己資本も未だ不十分でありますので自己資本比率を高めるため内部留保を厚くしたく、当面

の間は当期並の配当を考えております。 
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（４）事業等のリスク 
   経営成績および財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な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。 
  ① 設備投資、保守管理費用 
    自社保有の倉庫設備は経年劣化も目立ち、東扇島にある冷蔵倉庫については第 61 期に大掛か

りな補修工事を実施しましたが、当期以降は毎年計画的に実施をしていく予定でおります。ま

た、芝浦倉庫についても、引き続き補修の検討を進めております。 
  ② データストレージ事業の採算 

 情報サービス事業におけるグループ企業と連携したデータストレージ事業にあっては、開設

当初より、採算面で改善してきているものの、事業開始２年目の次期は営業利益でマイナスが

残る見込みでありますが、３年目には単年度黒字を目指しております。 
  ③ 固定資産の減損処理 
    現在使用している資産で減損の対象となった資産はありませんが、時価評価の基礎を固定資 

産税課税評価額においているため、実勢価額から乖離する可能性があります。 
 また、賃貸物件のなかには、将来的に売却方針を定めたものもありますが、売却価額によっ 
ては売却損が発生する可能性もあり、売却時期に留意して検討を進めてまいります。 

  ④ トラブル・プロジェクト 
    情報サービス事業では、当期において損益に重大な影響を与えるトラブル・プロジェクトは

発生しませんでしたが、それが発生すると収益面に重大な影響を及ぼす可能性があるため、プ

ロジェクト収支管理システムの運用を徹底してリスクを最小限に抑えるべく、努力してまいり

ます。 
  ⑤ 陸運事業の事業環境 
    連結子会社であるシンワ運輸東京㈱は、取扱量の減少・燃料費の高騰等により当期は大幅な

経常赤字となり、純資産を減少させました。次期は身の丈に合った事業運営とグリーン経営の

導入やコスト削減策等により、赤字からの脱却を見込んでおります。 
 
２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、関係会社 6 社で構成され、コンピュータのソフトウェアの設計、プログラ

ム開発および保守等ソフトウェア受託開発等の情報サービス事業を行うとともに、物流事業として貨

物自動車運送、港湾における貨物の取扱い、輸出入貨物の取扱い等を主とした海運事業、倉庫におけ

る貨物の保管、荷役を主とした倉庫事業を行うことにより、貨物の輸送および保管に関する業務を一

貫して遂行するよう業態を整えております。 
当社グループの事業に関する位置づけは次のとおりであります。 
 情報サービス事業 
 【情報サービス事業】  当社および㈱エヌ・ティ・ティ・データ・ベルＳＣＭソリューション 
             ズは、ソフトウェア開発の受託業務等を行っております。 
             当社はエスポート㈱と共同でデータストレージ事業を推進してまいり

ましたが、エスポート㈱が平成２１年１月に鈴与㈱に吸収合併された

ことにより、当事業に係る設備を当社が鈴与㈱より賃借するスキーム

となりました。 
 物 流 事 業 
 【陸 運 事 業】  当社が行うほか、シンワ運輸東京㈱とは貨物自動車輸送および構内作

業業務の委託を行っております。また、㈱ニップンロジスより伊奈配

送センターの保管、入出庫業務を委託されております。 
  【海 運 事 業】  当社が行うほか、鈴与㈱との間で海上輸送の委託、輸出入貨物取扱い

の倉庫委託、沿岸作業の受託を行っております。 
  【倉 庫 事 業】  当社が行うほか、鈴与㈱と倉庫の相互利用を行っております。 
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  事業の系統図は次のとおりであります。 

 
３．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 
   当社は、情報サービス事業と物流事業の２大ビジネス展開を通じ、めまぐるしく変化する環境 
  に対応しながら、お客様の安心・満足・信頼を旨とし、優れた技術に基づいた高品質なサービス 
  を提供することを経営の基本方針としております。 
   また、継続的・安定的に利益を確保し、株主各位をはじめとする当社を取り巻く各ステークホ 

ルダーから信頼される企業であるため、高い倫理観と責任感をもって、透明度の高い健全な経営 
を推進してまいります。 
 

（２）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 
  第２次全社運動「ＣＳ２１」（平成２１年度までの３ヵ年活動）の推進 

   当社グループは、平成１６年１０月から開始した「Ｖプラン」を強力に推進させたことにより、

平成１９年３月期に最大の目標として掲げた復配を実現させることができました。そして、平成

１９年４月から第２次全社運動として「ＣＳ２１」と名づけ、３ヵ年の活動を開始し、当期は２

年目として年度目標を定めて活動してまいりました。 

   「ＣＳ２１」とは、平成２１年度までの３ヵ年の全社員による運動であり、「体質強化」をキャ

ッチフレーズとして、「筋肉質な会社」、「活力ある社員」を目指すものであります。 

   「ＣＳ２１」の「Ｃ」は Challenge（挑戦）、「Ｓ」は Strength（強さ）を表し、「２１」は平成

２１年度までの活動を意味しております。この運動は、「新事業分野への取組み」「組織力の強化」

「人材力の強化」の３つの活動を全社運動として展開することとし、体質強化を図ることにより

顧客満足度（Customer Satisfaction）を高め、結果として当社ならびに当社グループの収益の

向上を目指すことが目的であります。 

  （注） 

鈴与商事㈱ 鈴 与 ㈱

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ･ 
ﾍﾞﾙ SCM ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 

 

シンワ運輸東京㈱ 

  

当   社 
  

（情報サービス事業）

（ 物 流 事 業 ）

得
 
意
 
先

㈱ニップンロジス 

㈱テクノパワー 

沿
岸
作
業
委
託

海
上
輸
送
委
託

 
輸出入貨物取扱相互委託 
倉 庫 相 互 利 用

 設備賃貸
 ソフトウェア

 開発委託

 

貨物自動車輸送委託 
構内作業業務委託 

配送センター 
保管・入出庫業務委託 

その他の関連会社 親会社 連結子会社 持分法適用会社
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   各事業におけるビジョン達成の進捗状況は、以下のとおりであります。 

   まず、「新事業分野への取り組み」「組織力の強化」については具体的な成果が見えはじめてお

り、特に新規分野ではデータストレージ事業、人事給与アウトソーシング事業、物流システム等

で具体的な成果を挙げつつあります。しかし、社員一人ひとりが主役である「人材力の強化」で

は今一つと言った感があります。今期は人材力を強化していく上で直接的に大きな効果が期待で

きる教育・研修に集中し、来るべき景気の上昇期にその成果を全社で享受し次の成長に繋げてい

きたいと考えています。 

次期はいよいよ「ＣＳ２１」の最終年度を迎え、当社グループは、「ＣＳ２１」を完遂し、体質

強化を実現させることにより、株主各位には安定的な利益還元を行い、社員は活力ある社員を目

指し、社会貢献できる企業体質を構築してまいる所存であります。 

 
（３）その他会社の経営上重要な事項 
   該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 602,955 721,718 

受取手形及び売掛金 1,844,541 1,733,182 

たな卸資産 159,697 － 

商品及び製品 － 10,283 

仕掛品 － 137,233 

原材料及び貯蔵品 － 272 

繰延税金資産 128,912 127,260 

短期貸付金 801,125 700 

その他 41,793 38,541 

貸倒引当金 △4,029 △4,196 

流動資産合計 3,574,996 2,764,996 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１  1,416,210 ※１  1,351,361 

機械装置及び運搬具（純額） 309,042 310,580 

土地 ※１, ※３ 2,523,182 ※１, ※３ 2,523,182 

建設仮勘定 28,245 17,047 

その他（純額） 11,558 100,544 

有形固定資産合計 ※４  4,288,238 ※４  4,302,715 

無形固定資産   

のれん 80,000 40,000 

その他 140,709 120,107 

無形固定資産合計 220,709 160,107 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※５  200,956 ※５  142,373 

繰延税金資産 287,419 318,037 

その他 138,638 172,641 

貸倒引当金 △1 △17,310 

投資その他の資産合計 627,012 615,741 

固定資産合計 5,135,961 5,078,564 

資産合計 8,710,957 7,843,561 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 628,328 881,665 

短期借入金 ※１  3,139,900 ※１  2,448,400 

未払法人税等 111,040 74,036 

賞与引当金 288,950 287,684 

その他 178,321 199,956 

流動負債合計 4,346,540 3,891,743 

固定負債   

長期借入金 ※１  2,141,300 ※１  1,582,900 

再評価に係る繰延税金負債 139,633 139,633 

退職給付引当金 750,795 812,665 

役員退職慰労引当金 16,960 2,590 

その他 92,131 67,699 

固定負債合計 3,140,820 2,605,488 

負債合計 7,487,361 6,497,231 

純資産の部   

株主資本   

資本金 765,000 765,000 

資本剰余金 125,000 125,000 

利益剰余金 293,907 427,380 

自己株式 △2,885 △3,017 

株主資本合計 1,181,021 1,314,363 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,621 △3,986 

土地再評価差額金 35,953 35,953 

評価・換算差額等合計 42,575 31,966 

純資産合計 1,223,596 1,346,329 

負債純資産合計 8,710,957 7,843,561 
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(2)連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 10,485,011 10,469,206 

売上原価 9,520,327 9,643,977 

売上総利益 964,683 825,228 

販売費及び一般管理費 478,229 443,979 

営業利益 486,454 381,248 

営業外収益   

受取利息 285 7,588 

受取配当金 2,102 2,037 

持分法による投資利益 6,623 9,024 

受取賃貸料 21,996 27,520 

違約金収入 － 32,475 

その他 2,751 2,153 

営業外収益合計 33,757 80,798 

営業外費用   

支払利息 68,690 75,035 

賃貸費用 11,815 － 

その他 1,900 17,613 

営業外費用合計 82,406 92,648 

経常利益 437,806 369,399 

特別利益   

固定資産売却益 23,321 23,278 

投資有価証券売却益 101 11,244 

特別利益合計 23,423 34,522 

特別損失   

固定資産売却損 179 168 

固定資産除却損 1,180 3,921 

子会社清算損 － 88,516 

その他 － 1,250 

特別損失合計 1,360 93,856 

税金等調整前当期純利益 459,868 310,065 

法人税、住民税及び事業税 214,643 163,095 

法人税等調整額 △6,985 △22,943 

法人税等合計 207,658 140,152 

当期純利益 252,210 169,913 
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 765,000 765,000 

当期末残高 765,000 765,000 

資本剰余金   

前期末残高 125,000 125,000 

当期末残高 125,000 125,000 

利益剰余金   

前期末残高 77,911 293,907 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,215 △36,210 

当期純利益 252,210 169,913 

連結範囲の変動 － △229 

当期変動額合計 215,995 133,473 

当期末残高 293,907 427,380 

自己株式   

前期末残高 △2,561 △2,885 

当期変動額   

自己株式の取得 △324 △131 

当期変動額合計 △324 △131 

当期末残高 △2,885 △3,017 

株主資本合計   

前期末残高 965,350 1,181,021 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,215 △36,210 

当期純利益 252,210 169,913 

連結範囲の変動 － △229 

自己株式の取得 △324 △131 

当期変動額合計 215,670 133,341 

当期末残高 1,181,021 1,314,363 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 32,944 6,621 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,322 △10,608 

当期変動額合計 △26,322 △10,608 

当期末残高 6,621 △3,986 

土地再評価差額金   

前期末残高 35,953 35,953 

当期末残高 35,953 35,953 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 68,897 42,575 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,322 △10,608 

当期変動額合計 △26,322 △10,608 

当期末残高 42,575 31,966 

純資産合計   

前期末残高 1,034,248 1,223,596 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,215 △36,210 

当期純利益 252,210 169,913 

連結範囲の変動 － △229 

自己株式の取得 △324 △131 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,322 △10,608 

当期変動額合計 189,348 122,733 

当期末残高 1,223,596 1,346,329 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 459,868 310,065 

減価償却費 301,888 331,431 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △138 17,475 

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,260 △1,265 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,351 61,869 

受取利息及び受取配当金 △2,387 △9,625 

支払利息 68,690 75,035 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △330 △14,370 

のれん償却額 40,000 40,000 

持分法による投資損益（△は益） △6,623 △9,024 

投資有価証券売却損益（△は益） △101 △11,244 

有形固定資産売却損益（△は益） △23,142 △23,110 

有形固定資産除却損 1,180 3,921 

売上債権の増減額（△は増加） △70,426 93,254 

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,783 11,908 

仕入債務の増減額（△は減少） 59,528 253,364 

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,099 8,162 

その他 △11,098 △1,468 

小計 786,117 1,136,381 

利息及び配当金の受取額 2,387 9,625 

利息の支払額 △68,077 △73,874 

法人税等の支払額 △269,189 △199,700 

営業活動によるキャッシュ・フロー 451,238 872,431 

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 △301,456 △352,043 

有形固定資産の売却による収入 23,459 22,373 

無形固定資産の取得による支出 △26,742 △4,420 

投資有価証券の取得による支出 △33,113 △4,868 

投資有価証券の売却による収入 119 67,088 

短期貸付金の純増減額（△は増加） △799,605 799,925 

長期貸付けによる支出 △850 △680 

長期貸付金の回収による収入 1,450 1,160 

敷金及び保証金の差入による支出 △1,120 △4,819 

敷金及び保証金の回収による収入 631 3,901 

その他 2,491 6,739 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,134,737 534,356 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） 1,240,000 △980,000 

長期借入れによる収入 800,000 500,000 

長期借入金の返済による支出 △1,402,900 △769,900 

配当金の支払額 △34,484 △36,925 

自己株式の取得による支出 △324 △131 

その他 － △427 

財務活動によるキャッシュ・フロー 602,291 △1,287,385 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,207 119,402 

現金及び現金同等物の期首残高 684,162 602,955 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △639 

現金及び現金同等物の期末残高 602,955 721,718 
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（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   該当事項はありません。 
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

1 連結の範囲に関する事項 

連結子会社数  ２社 

連結子会社はシンワ運輸埼玉㈱、シンワ運輸東京㈱の２社で

あります。 

1 連結の範囲に関する事項 

連結子会社数  １社 

連結子会社はシンワ運輸東京㈱であります。 

シンワ運輸埼玉㈱については、従来、連結の範囲に含めてお

りましたが、当連結会計年度中に解散し、清算事務もほぼ終

了したため、重要性の判断により当連結会計年度末において

連結の範囲から除外しております。 

2 持分法の適用に関する事項 

持分法適用関連会社数  ３社 
持分法適用関連会社は㈱ニップンロジス、㈱エヌ・ティ・テ

ィ・データ・ベルＳＣＭソリューションズ、㈱テクノパワー

の３社であります。 

㈱テクノパワーは新たに株式を取得したことにより、当連結

会計年度より持分法適用関連会社に含めております。 

2 持分法の適用に関する事項 

持分法適用関連会社数  ３社 
持分法適用関連会社は㈱ニップンロジス、㈱エヌ・ティ・テ

ィ・データ・ベルＳＣＭソリューションズ、㈱テクノパワー

の３社であります。 

3 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

3 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

4 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算期末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

価は主に総平均法により算定） 

時価のないもの 

主に総平均法による原価法 

②デリバティブ 

時価法 

③たな卸資産 

商 品 最終仕入原価法による原価法 

仕掛品 個別法による原価法 

貯蔵品 主に最終仕入原価法による原価法 

4 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

時価のないもの 

同左 

②デリバティブ 

同左 

③たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

によっております。 

商 品 最終仕入原価法 

仕掛品 個別法 

貯蔵品 主に最終仕入原価法 

（会計方針の変更） 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当連結会

計年度から適用し、評価基準については、原価法から原

価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更し

ております。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。

鈴与シンワート㈱（9360）平成21年3月期 決算短信

－ 17 －



  

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

当社は主として定額法、連結子会社は定率法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 ７～４３年 

（会計方針の変更） 

当社および連結子会社は、法人税法改正に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

これにより、営業利益、経常利益、および税金等調整

前当期純利益はそれぞれ23,578千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇

所に記載しております。 

（追加情報） 

当社および連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

この結果、従来の方法に比べ、営業利益が8,164千円、経

常利益および税金等調整前当期純利益が9,071千円減少

しております。 

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇

所に記載しております。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

当社は主として定額法、連結子会社は定率法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 ７～４３年 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社および連結子会社は、法人税法の改正を契機として

用年数の見直しを行い、当連結会計年度より、一部の機

械装置の耐用年数を13年から12年に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微でありま

す。 

また、セグメント情報に与える影響については、当該箇

所に記載しております。 

 

②無形固定資産 

定額法 

但し、ソフトウエア（自社利用分）については社内にお

ける利用可能期間（５年）による定額法によっておりま

す。     

②無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

③ 

―――――― 

③リ－ス資産 

所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引に係るリ－ス資産

リ－ス期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法

によっております。 

（会計方針の変更） 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会平

成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計

基準第13号）及び「リ－ス取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成６月1月18日 最終改

正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を

当連結会計年度から適用し、所有権移転外ファイナンス・

リ－ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理に変更しております。なお、リ－ス取引開始日

が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リ－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

計処理を引き続き採用しております。 

この変更による損益に与える影響はありません。 
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前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率等により、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検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付の支給に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務を計上しております。 

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度より

費用処理することとしております。 

③退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

④役員退職慰労引当金 

当社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基

 づく期末要支給額を計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

(4)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・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。 

(4) 

―――――― 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、当

該特例処理によっております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

ヘッジ対象 

金利変動により影響を受ける長期借入金利息 

③ヘッジ方針 

当社所定の社内承認手続きを行った上で、借入金利息の金

利変動リスクを回避する目的により、金利スワップを利用

しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、特例処理によっているため、有

効性の評価の判定を省略しております。 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 

5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

6 のれんの償却に関する事項 

 のれんは、５年間で均等償却しております。 

6 のれんの償却に関する事項 

同左 

7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許資金、随時引き出し可能な預金および容易

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

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する 

短期投資からなります。 

7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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（表示方法の変更） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表関係） （連結貸借対照表関係）  

 短期貸付金は、資産の総額の100分の5を超えたため、当連結

 会計年度より区分掲記することとしました。 

 なお、前連結会計年度は流動資産の「その他」に 1,860 千円

含まれております。  

 

 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月

 ７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計

 年度において、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連

 結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵

 品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及

 び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 5,275

 千円、154,051千円、371千円であります。 

（連結損益計算書関係） （連結損益計算書関係） 

 賃貸費用は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当

 連結会計年度より区分掲記することとしました。 

 なお、前連結会計年度は営業外費用の「その他」に 4,189 千

 円含まれております。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「賃貸費用」（当

 連結会計年度 9,050千円）は、営業外費用の総額の100分の10

 以下であるため、当連結会計年度においては、営業外費用「

 その他」に含めて表示しております。 
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（７）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日現在） 

※１ ①の債務に対し、②の資産が③の内容によりそれぞれ担

   保に供されております。 

   ① 債務 

    短期借入金 

（1年以内に返済予定の長期借入金を含む）

2,504,900千円

    長期借入金 1,526,300 

    計 4,031,200千円 

※１ ①の債務に対し、②の資産が③の内容によりそれぞれ担

   保に供されております。 

   ① 債務 

    短期借入金 

（1年以内に返済予定の長期借入金を含む）

1,813,400千円

    長期借入金 1,202,900 

 計 3,016,300千円 
   ② 担保に供した資産         （帳簿価額）

    建物 1,310,362千円

    土地 2,128,002 

    計 3,438,364千円 

   ② 担保に供した資産         （帳簿価額）

    建物 1,224,084千円

    土地 2,128,002 

 計 3,352,086千円 
   ③ 担保の内容 

      根抵当（極度額） 

                    

中央三井信託銀行㈱

（千円） 
㈱静岡銀行 

（千円）

3,000,000 1,200,000

㈱清水銀行 

（千円） 
㈱商工組合中央金庫

（千円）

600,000 600,000
 

   ③ 担保の内容 

      根抵当（極度額） 

                    

中央三井信託銀行㈱

（千円）

㈱静岡銀行 

（千円）

2,000,000 800,000

㈱清水銀行 

（千円）

㈱商工組合中央金庫

（千円）

400,000 400,000
 

  

 ２ 保証債務 

   連結会社以外の会社の資産購入の未払債務に対し、債務

保証を行っております。 

    エスポ－ト㈱              2,940千円 

 ２  

＿＿＿＿ 

※３ 土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布、平成13

年3月31日改正公布）に基づいて事業用の土地の再評価を行い、

当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延税金負債｣

として負債の部に、残額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。 

評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月31日公布、

平成11年3月31日改正）第2条第3号に定める固定資産税評価額に

合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。 

再評価を行った年月日         平成13年3月31日 
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額          △1,063,901千円 

※４ 有形固定資産の減価償却累計額 

                                          3,649,956千円 

※３ 土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布、平成13

年3月31日改正公布）に基づいて事業用の土地の再評価を行い、

当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延税金負債｣

として負債の部に、残額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。 

評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月31日公布、

平成11年3月31日改正）第2条第3号に定める固定資産税評価額に

合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。 

再評価を行った年月日         平成13年3月31日 
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額           △926,768千円 

※４ 有形固定資産の減価償却累計額 

                     3,915,960千円 

※５ 非連結子会社及び関連会社の株式 

   投資有価証券（株式）          47,438千円 
 

※５ 非連結子会社及び関連会社の株式 

   投資有価証券（株式）          56,462千円 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 66,039千円

給料 129,769千円

退職給付費用 7,445千円

賞与引当金繰入額 10,989千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,440千円

減価償却費 3,547千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 45,423千円

給料 127,810千円

退職給付費用 6,095千円

賞与引当金繰入額 14,465千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,480千円

マシン使用料 45,162千円

減価償却費 3,652千円 
※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具    23,321千円 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

     機械装置及び運搬具    23,278千円 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具       179千円 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

     機械装置及び運搬具       168千円 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

建物及び構築物         85千円 
機械装置及び運搬具      779 

その他            316    
計            1,180千円 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

建物及び構築物      3,513千円 

機械装置及び運搬具      343 
その他             64    

       計            3,921千円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 14,500,000 － － 14,500,000

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式（株） 13,904 1,834 － 15,738

（変動事由の概要） 
 自己株式 

  増加数の内訳は、次の通りであります。 
  単元未満株式の買取りによる増加 1,834株 

 

３．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

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19年 6月28日 

定時株主総会 
普通株式 36,215 2.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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27日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 36,210 2.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 

 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式および自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 14,500,000 － － 14,500,000

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式（株） 15,738 942 － 16,680

（変動事由の概要） 

 自己株式 
  増加数の内訳は、次の通りであります。 
  単元未満株式の買取りによる増加  942株 
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２．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

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27日 

定時株主総会 
普通株式 36,210 2.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   次のとおり、決議を予定しております。 

 

決議 株式の種類 配当の原資
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25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 36,208 2.50 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 602,955

現金及び現金同等物 602,955

  

（千円）

現金及び預金勘定 721,718

現金及び現金同等物 721,718

   
    

 

鈴与シンワート㈱（9360）平成21年3月期 決算短信

－ 25 －



  

（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至  平成20年３月31日） 

 

情報サービス

事業 

（千円） 

物流事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

 (1)外部顧客に対する売

上高 
6,614,754  3,870,257 10,485,011 － 10,485,011  

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－  － － － －  

計 6,614,754  3,870,257 10,485,011 － 10,485,011  

 営業費用 5,962,650  3,648,406 9,611,056 387,499 9,998,556  

 営業利益 652,103  221,850 873,954 （387,499） 486,454  

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
  

 資産 1,623,292  4,389,987 6,013,279 2,697,678 8,710,957  

 減価償却費 2,523  272,516 275,040 61,630 336,670  

 資本的支出 7,547  300,037 307,585 20,614 328,199  

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 
２．各事業の主な内容 

（１）情報サービス事業･･････情報サービス部門 
（２）物 流 事 業        ･･････陸運、海運、倉庫及び海運に付随する骨材販売の商事部門 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用387,499千円の主なものは、当社の総務部門
等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,697,678千円であります。 
その主なものは提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部
門に係る資産等であります。 

５．（会計方針の変更） 
有形固定資産の減価償却の方法の変更 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 ①有形
固定資産」の項の（会計方針の変更）に記載のとおり、当社および連結子会社は法人税法改正に伴い、当
連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく
減価償却の方法に変更しております。 
この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用は、情報サービス事業が218千円、
物流事業が22,788千円、消去又は全社が571千円増加し、営業利益、資産が同額減少しております。 
（追加情報） 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 ①有形
固定資産」の項の（追加情報）に記載のとおり、当社および連結子会社は法人税法改正に伴い、平成19年
３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価
額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５
年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 
この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用は、情報サービス事業が99千円、物
流事業が7,917千円、消去又は全社が148千円増加し、営業利益、資産が同額減少しております。 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 

情報サービス

事業 

（千円） 

物流事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

 (1)外部顧客に対する売

上高 
6,818,771  3,650,434 10,469,206 － 10,469,206  

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－  － － － －  

計 6,818,771  3,650,434 10,469,206 － 10,469,206  

 営業費用 6,202,458  3,490,930 9,693,388 394,568 10,087,957  

 営業利益 616,313  159,503 775,817 （394,568） 381,248  

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
  

 資産 1,544,766  4,348,120 5,892,886 1,950,674 7,843,561  

 減価償却費 20,522  283,574 304,097 62,472 366,569  

 資本的支出 153,258  187,968 341,226 7,902 349,129  

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 
２．各事業の主な内容 

（１）情報サービス事業･･････情報サービス部門 
（２）物 流 事 業        ･･････陸運、海運、倉庫及び海運に付随する骨材販売の商事部門 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用394,568千円の主なものは、当社の総務部門
等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,950,674千円であります。 
その主なものは提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部
門に係る資産等であります。 
 
（追加情報） 
有形固定資産の耐用年数の変更 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 ①有形
固定資産（リ－ス資産を除く）の項の（追加情報）に記載のとおり、当社および連結子会社は、法人税法
の改正を契機として耐用年数の見直しを行い、当連結会計年度より、一部の機械装置の耐用年数を13年か
ら12年に変更しております。 
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 すべて国内の取引であるため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 すべて国内の取引であるため、該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 海外売上高はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高はありません。 
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（関連当事者情報） 
 
前連結会計年度（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日） 

兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金
（千円） 

事業の内容 
又は職業 

議決権の 
所有 

（被所有）割合
（％） 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 

親会社の
子会社 

エス 
ポート 
株式会社 

静岡
市清
水区 

100,000 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｪ
ｱ及びﾊｰﾄﾞｳｪｱ
の賃貸業務 

（所有） 
直接 10.0% 

兼任  
3 名 

設備の
賃借 

資金の貸付 800,000 
短期 

貸付金
800,000

（注）1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 
2 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間 8 か月間、一括返済 

としております。 
なお、担保は受け付けておりません。 

 
 
当連結会計年度（自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3 月 31 日） 
 
（追加情報） 
 当連結会計年度より、「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。 
  これによる開示対象範囲の変更はありません。 
 
１．関連当事者との取引 
 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 
 

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

関係内容 

種類 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金
（千円） 

事業の内容 
又は職業 

議決権の 
所有 

（被所有）割合
（％） 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容 取引金額（千円） 科目
期末残高
（千円）

親会社 
 

 鈴与 
株式会社 

静岡
市清
水区 

1,000,000 物流事業 
（被所有） 

 間接 50.48%
兼任  
7 名 

物流事
業の相
互委託

株式の売却 
55,844

（投資有価証券
売却益）11,244

― ― 

（注）上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

（取引条件及び取引条件の決定方針等）  

 株式の売却については、非上場株式の合理的株価算定方法により算出された価格に基づき、交渉により

決定しております。 
 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

親会社情報 
 鈴与株式会社 
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（税効果会計関係） 

 

前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21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 

繰延税金資産 

  退職給付引当金 300,372千円

  賞与引当金 115,580 

  その他 34,858 

  繰延税金資産小計 450,810千円

  評価性引当額 △31,072千円

 繰延税金資産の合計 419,738千円

 
 
繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 △3,405千円

 繰延税金負債の合計 △3,405千円

繰延税金資産の純額 416,332千円

  

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 

繰延税金資産 

  退職給付引当金 325,032千円

  賞与引当金 115,074 

  その他 56,793 

  繰延税金資産小計 496,899千円

  評価性引当額 △51,601千円

 繰延税金資産の合計 445,298千円

繰延税金資産の純額 445,298千円

 

 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 128,912千円

固定資産－繰延税金資産 287,419千円

 

 

（注）繰延税金資産は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 127,260千円

固定資産－繰延税金資産 318,037千円

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と
の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0％

（調整） 

 住民税均等割 1.0 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 3.1 

 受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 
その他 

△0.0 
 

1.1 

税効果適用後の法人税負担率 45.2 

  

法定実効税率 40.0％

（調整） 

 住民税均等割 1.4 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0 

 受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 
その他 

△0.1 
 

0.9 

税効果適用後の法人税負担率 45.2 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社および連結子会社は確定給付型の制度として、退職

一時金制度を設けております。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社および連結子会社は確定給付型の制度として、退

職一時金制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △745,324千円

②未認識数理計算上の差異 △5,470千円

③退職給付引当金 △750,795千円

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △810,902千円

②未認識数理計算上の差異 △1,762千円

③退職給付引当金 △812,665千円
 

（注）連結子会社は期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

   る簡便法を採用しております。 

 

（注）連結子会社は期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

   る簡便法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

  （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

①勤務費用 107,774千円

②利息費用 13,036千円

③退職給付費用 120,810千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

  （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

①勤務費用 108,422千円

②利息費用 13,872千円

③退職給付費用 122,294千円

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0%

③数理計算上の差異の処理年数 ５年

（各連結会計年度の発生時の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、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理する方法） 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0%

③数理計算上の差異の処理年数 ５年

（各連結会計年度の発生時の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、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理する方法） 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  

１株当たり純資産額 84円48銭

１株当たり当期純利益 17円41銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。 

  

１株当たり純資産額 92円96銭

１株当たり当期純利益 11円73銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。 

    
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり当期純利益 

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益（千円） 

 連結損益計算書上の当期純利益（千円） 252,210 169,913

 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（千円） 252,210 169,913

 普通株式の期中平均株式数（株） 14,485,491 14,483,963

 

２ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 1,223,596 1,346,329

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 1,223,596 1,346,329

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株） 

14,484,262 14,483,320
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（開示の省略） 

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要

性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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5.個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 554,925 690,108 

受取手形 27,999 32,034 

営業未収入金 1,804,300 1,701,147 

商品 5,275 10,283 

仕掛品 154,051 137,233 

貯蔵品 369 272 

前払費用 32,453 20,471 

短期貸付金 820,570 430 

繰延税金資産 128,912 127,260 

その他 7,787 16,518 

貸倒引当金 △12,909 △4,196 

流動資産合計 3,523,736 2,731,564 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,399,894 1,337,541 

構築物（純額） 16,296 13,820 

機械及び装置（純額） 159,962 255,107 

船舶（純額） 4,660 3,495 

車両運搬具（純額） 147,447 53,973 

工具、器具及び備品（純額） 6,898 94,842 

土地 2,523,182 2,523,182 

リース資産（純額） － 2,155 

建設仮勘定 28,245 17,047 

有形固定資産合計 4,286,586 4,301,164 

無形固定資産   

のれん 80,000 40,000 

借地権 73,542 73,542 

ソフトウエア 67,002 46,436 

その他 165 128 

無形固定資産合計 220,709 160,107 

投資その他の資産   

投資有価証券 153,518 85,910 

関係会社株式 126,901 126,901 

出資金 384 384 

従業員に対する長期貸付金 40 140 

長期前払費用 494 346 

繰延税金資産 287,419 318,037 

その他 136,885 170,992 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

貸倒引当金 △0 △17,310 

投資その他の資産合計 705,643 685,402 

固定資産合計 5,212,939 5,146,674 

資産合計 8,736,675 7,878,239 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 658,535 904,431 

短期借入金 2,370,000 1,390,000 

1年内返済予定の長期借入金 769,900 1,058,400 

リース債務 － 421 

未払金 21,480 14,026 

未払費用 48,799 47,345 

未払法人税等 110,686 73,109 

未払消費税等 24,275 35,342 

前受金 45,313 72,352 

預り金 35,145 14,621 

賞与引当金 275,411 278,200 

その他 4,396 2,110 

流動負債合計 4,363,944 3,890,364 

固定負債   

長期借入金 2,141,300 1,582,900 

リース債務 － 1,841 

再評価に係る繰延税金負債 139,633 139,633 

退職給付引当金 727,062 788,550 

役員退職慰労引当金 16,960 2,590 

受入保証金 91,231 65,858 

固定負債合計 3,116,188 2,581,373 

負債合計 7,480,133 6,471,738 

純資産の部   

株主資本   

資本金 765,000 765,000 

資本剰余金   

資本準備金 125,000 125,000 

資本剰余金合計 125,000 125,000 

利益剰余金   

利益準備金 3,776 7,397 

その他利益剰余金   

別途積立金 2,905 2,905 

繰越利益剰余金 320,171 477,249 

利益剰余金合計 326,853 487,552 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

自己株式 △2,885 △3,017 

株主資本合計 1,213,967 1,374,534 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,621 △3,986 

土地再評価差額金 35,953 35,953 

評価・換算差額等合計 42,575 31,966 

純資産合計 1,256,542 1,406,501 

負債純資産合計 8,736,675 7,878,239 
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(2)損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益 10,436,645 10,500,814 

営業原価 9,447,981 9,643,683 

営業総利益 988,664 857,131 

販売費及び一般管理費 448,087 409,477 

営業利益 540,577 447,653 

営業外収益   

受取利息 217 7,497 

受取配当金 2,102 2,037 

受取賃貸料 31,625 28,922 

違約金収入 － 32,475 

その他 2,062 1,979 

営業外収益合計 36,007 72,913 

営業外費用   

支払利息 68,750 75,068 

賃貸費用 11,815 － 

その他 1,706 17,597 

営業外費用合計 82,271 92,665 

経常利益 494,313 427,901 

特別利益   

固定資産売却益 － 8,612 

投資有価証券売却益 101 11,244 

特別利益合計 101 19,857 

特別損失   

固定資産売却損 179 41 

固定資産除却損 1,180 3,902 

関係会社株式評価損 34,000 － 

子会社清算損 － 106,525 

その他 － 1,250 

特別損失合計 35,360 111,718 

税引前当期純利益 459,054 336,039 

法人税、住民税及び事業税 212,742 162,073 

法人税等調整額 △6,985 △22,943 

法人税等合計 205,756 139,129 

当期純利益 253,297 196,909 
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 765,000 765,000 

当期末残高 765,000 765,000 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 125,000 125,000 

当期末残高 125,000 125,000 

資本剰余金合計   

前期末残高 125,000 125,000 

当期末残高 125,000 125,000 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 155 3,776 

当期変動額   

剰余金の配当 3,621 3,621 

当期変動額合計 3,621 3,621 

当期末残高 3,776 7,397 

その他利益剰余金   

任意積立金   

前期末残高 2,905 2,905 

当期末残高 2,905 2,905 

繰越利益剰余金   

前期末残高 106,710 320,171 

当期変動額   

剰余金の配当 △39,836 △39,831 

当期純利益 253,297 196,909 

当期変動額合計 213,461 157,078 

当期末残高 320,171 477,249 

利益剰余金合計   

前期末残高 109,770 326,853 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,215 △36,210 

当期純利益 253,297 196,909 

当期変動額合計 217,082 160,699 

当期末残高 326,853 487,552 

自己株式   

前期末残高 △2,561 △2,885 

当期変動額   

自己株式の取得 △324 △131 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 △324 △131 

当期末残高 △2,885 △3,017 

株主資本合計   

前期末残高 997,209 1,213,967 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,215 △36,210 

当期純利益 253,297 196,909 

自己株式の取得 △324 △131 

当期変動額合計 216,758 160,567 

当期末残高 1,213,967 1,374,534 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 32,944 6,621 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,322 △10,608 

当期変動額合計 △26,322 △10,608 

当期末残高 6,621 △3,986 

土地再評価差額金   

前期末残高 35,953 35,953 

当期末残高 35,953 35,953 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 68,897 42,575 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,322 △10,608 

当期変動額合計 △26,322 △10,608 

当期末残高 42,575 31,966 

純資産合計   

前期末残高 1,066,107 1,256,542 

当期変動額   

剰余金の配当 △36,215 △36,210 

当期純利益 253,297 196,909 

自己株式の取得 △324 △131 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,322 △10,608 

当期変動額合計 190,435 149,959 

当期末残高 1,256,542 1,406,501 
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（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 
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（５）重要な会計方針 

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   商 品  最終仕入原価法による原価法 

   仕掛品  個別法による原価法 

   貯蔵品  最終仕入原価法による原価法 

 

1 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 

  評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）によっております。 

   商 品  最終仕入原価法 

   仕掛品  個別法 

   貯蔵品  最終仕入原価法 

   （会計方針の変更） 

   「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号）を当事業年度から適用し、評価基準に

ついては、原価法から原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える影響はあり

ません。 

2 固定資産の減価償却の方法 2 固定資産の減価償却の方法 

 ①有形固定資産 

  建物、機械装置および船舶については定額法、そ

の他の有形固定資産については定率法によってお

ります。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

   建物    ７～４３年 

   （会計方針の変更） 

       法人税法改正に伴い、当事業年度より、平成 

       19年４月１日以降に取得した有形固定資産に 

       ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却 

       の方法に変更しております。これにより、営 

       業利益、経常利益および税引前当期純利益は 

       それぞれ23,473千円減少しております。 

   （追加情報） 

       法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前 

       に取得した資産については、改正前の法人税 

       法に基づく減価償却の方法の適用により取得 

       価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度 

       より、取得価額の５％相当額と備忘価額との 

       差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却 

       費に含めて計上しております。 

       これにより、営業利益が8,152千円、経常利益 

       および税引前当期純利益が9,059千円減少して 

       おります。 

 ①有形固定資産（リ－ス資産を除く） 

  建物、機械装置および船舶については定額法、そ

の他の有形固定資産については定率法によってお

ります。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

   建物    ７～４３年 

   （追加情報） 

   有形固定資産の耐用年数の変更 

   当社は法人税法の改正を契機として耐用年数の 

   見直しを行い、当事業年度より、一部の機械装 

   置の耐用年数を13年から12年に変更しておりま 

   す。 

   なお、この変更による損益に与える影響は軽微 

   であります。 
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前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 ②無形固定資産 

  定額法によっております。 

  なお、ソフトウェア（自社利用分）については社

内における利用可能期間（５年）による定額法に

よっております。 

 ②無形固定資産（リース資産を除く） 

         同左             

 

 

 

 ③ 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③リ－ス資産 

   所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引に係る

リ－ス資産 

    リ－ス期間を耐用年数とし、残存価格をゼロ

とする定額法によっております。 

   （会計方針の変更） 

    「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準委員会平成５年６月17日 最終改正平成

19年３月30日 企業会計基準第13号）及び

「リ－ス取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成６月1月18日

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適

用指針第16号）を当事業年度から適用し、所

有権移転外ファイナンス・リ－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

会計処理から通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理に変更しております。なお、リ

－ス取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・リ－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

を引き続き採用しております。 

    この変更による損益に与える影響はありませ

ん。 

なお、上記たな卸資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法に関する事項以外は、最近の有価証券

報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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表示方法の変更 

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

（貸借対照表関係） 

短期貸付金は、資産の総額の100分の1を超えたため、当

事業年度より区分掲記することとしました。 

なお、前事業年度は流動資産の「その他」に1,290千円

含まれております。 

（損益計算書関係） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「賃貸費用」

（当事業年度9,050千円）は、営業外費用の総額の100分

の10以下であるため、当事業年度においては、営業外費

用の「その他」に含めて表示しております。 

（損益計算書関係） 

賃貸費用は、営業外費用の総額の100分の10を超えたた

め、当事業年度より区分掲記することとしました。 

なお、前事業年度は営業外費用の「その他」に4,189千

円含まれております。 
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６．その他 

役員の異動（平成21年6月25日付予定） 

 

①代表者の異動 

＜新  任＞ 成岡 謹之輔（ナルオカ キンノスケ） 

代表取締役社長に就任予定 

現 取締役 

 

＜委嘱変更＞ 武藤 昭二 （ムトウ ショウジ） 

        取締役相談役に就任予定 

        現 代表取締役社長 

 

②取締役の異動 

＜退  任＞ 松下 宗一（マツシタ ソウイチ） 

        取締役を退任予定 

 

＜委嘱変更＞ 澤浦 庸祥（サワウラ ツネヨシ） 

専務取締役兼執行役員 物流事業本部長に就任予定 

現 常務取締役兼執行役員 情報サービス事業担当兼物流事業担当兼物流事業本部長 

 

  中山 明久（ナカヤマ アキヒサ） 

   取締役に就任予定 

   鈴与システムテクノロジー株式会社 専務取締役 就任予定 

静菱コンピュータ株式会社 専務取締役 就任予定 

   現 取締役兼執行役員 情報サービス事業本部長 

 

③監査役の異動 

＜新  任＞ 香月 恒弘（カツキ ツネヒロ） 

        社外監査役に就任予定 

        現 関東曳船株式会社代表取締役社長 

 

＜退  任＞ 藤田 隆一（フジタ リュウイチ） 

        社外監査役を退任予定 

 

④執行役員の異動 

＜新  任＞ 道田 隆典（ミチダ タカノリ） 

執行役員 情報サービス事業本部第二システムインテグレーション事業部長に就任予定 

現 情報サービス事業本部第二システムインテグレーション事業部長 

 

＜委嘱変更＞ 松本 耕治（マツモト コウジ） 

        執行役員 情報サービス事業本部長に就任予定 

        現 執行役員 情報サービス事業副本部長 
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