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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 2,160 △13.3 15 32.5 6 △68.2 13 23.8
21年3月期第1四半期 2,490 ― 11 ― 18 ― 10 ―

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

22年3月期第1四半期 0.91 ―

21年3月期第1四半期 0.73 ―

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月期第1四半期 7,664 1,326 17.3 91.57
21年3月期 7,843 1,346 17.2 92.96

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  1,326百万円 21年3月期  1,346百万円

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

21年3月期 ― ― ― 2.50 2.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 2.50 2.50

3.  平成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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

4,281 △17.1 60 △46.7 39 △65.7 22 △60.8 1.57

通期 8,993 △14.1 380 △0.1 336 △8.8 198 16.9 13.71

－ 1 －



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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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。  

(3) 四半期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（四半期連結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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
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仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
て、および上記１に係る業績予想の具体的修正内容は本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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月期第1四半期 14,500,000株 21年3月期 14,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 16,780株 21年3月期 16,680株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 14,483,287株 21年3月期第1四半期 14,484,262株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、昨年からの世界的な金融危機に端を発した景気の後退という状況

下のなか、企業収益や民間設備投資の減少や雇用情勢の悪化などにより、引き続き厳しい経営環境が続い

ております。 

このような状況のもと、当社グループの売上高は21億60百万、営業利益は15百万円、経常利益は6百万円

となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

売上高においては、情報サービス事業は、前年度から始めたデータ・ストレージ事業が比較的堅調に推

移したものの、ソフト開発および人事・給与を中心としたプロダクト事業においても、不況の影響が前年

度からの関西圏だけでなく首都圏でも出てきており、売上高は13億70百万円（前年同期比13.9％減)となり

ました。 

また、物流事業全体の売上高は7億90百万円(前年同期比12.1％減)となりました。 

各事業の業況は次のとおりであります。 

陸運事業は、小麦粉の輸送は堅調に推移したものの、不動産、建設不況等に伴うセメント需要の低迷に

よりセメント輸送が激減した結果、売上高は3億97百万(前年同期比10.4％減)となりました。 

海運事業は建材需要の低迷による埠頭業務の売上減少と輸出入の落ち込みによる空コン本船荷役や海貨

取扱の減少により、売上高は1億61百万円(前年同期比22.4％減)となりました。 

倉庫事業は、4月の大井営業所開設と松戸営業所の稼動再開により、売上高は2億30百万円(前年同期比

5.3％増)となりました。 

なお、海運事業に付随する商業事業は、前期末をもって取扱いを終了いたしました。 

営業利益においては、情報サービス事業は上記のとおり売上の減少に伴い減少しました。また、物流事

業は陸運事業における燃料費の低下、倉庫事業における新規取扱い貨物の増加により増益となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は1億79百万円、負債は1億59百万

円、純資産は20百万円それぞれ減少いたしました。 

総資産の主な減少要因は、現金及び預金の増加4億13百万円、受取手形及び売掛金等の売上債権の減少4

億37百万円、たな卸資産の減少1億42百万円などによるものであります。 

負債の主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少４億37百万円、長・短借入金の増加1億32百万円、賞

与引当金の増加1億48百万円などによるものであります。 

純資産の主な減少要因は、四半期純利益13百万円の増加と、配当36百万円による利益剰余金の取り崩し

などによるものであります。 

＜連結キャッシュ・フローの状況＞ 

当第１四半期末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、３

億１百万円増加し、11億35百万円となりました。 

 （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３億49百万円となりました。これは主に、賞与引当金の増加１億48百

万円、売上債権の減少５億98百万、仕入債務の減少４億37百万円によるものであります。 

なお、前年同期比では、４億９百万円の減少となりました。 

（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39百万となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出39

百万円によるものであります。 

なお、前年同期比では、40百万円の増加となりました。 

（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１億３百万円となりました。これは主に借入金の増加によるものであ

ります。 

なお、前年同期比では、５億51百万円の増加となりました。 

鈴与シンワート㈱ （9360） 平成22年3月期　第１四半期決算短信

－ 3 －



 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第１四半期における業績の進捗を勘案し業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月15日付

当社「平成21年３月期決算短信」にて発表いたしました平成22年３月期の第２四半期累計期間お

よび通期の業績予想を連結、個別とも修正しております。詳細は本日別途開示する「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期

間按分する方法によっております。 

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算出する方法によっております。 

２．経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

３．税金費用の計算 

法定実効税率を基礎として計算しております。 

 

(3) 四半期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 

受注制作のソフトウェア開発に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

受注制作ソフトウェア開発に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりまし

たが、「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）を当第１四半期連結会計期

間より適用し、当第１四半期連結会計期間の期首に存在するソフトウェア開発契約を含むすべてのソフト

ウェア開発契約において当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

ものについては工事進行基準（ソフトウエア開発の進捗率の見積もりは工数の発生比率による。）を、そ

の他のものについては工事完成基準を適用しております。 

また、平成21年４月１日時点で存在する過年度からのソフトウェア開発については、開発の進捗に対応

する収益１億54百万円、原価１億37百万円であり、それらを相殺して17百万円を過年度損益修正益として

計上しております。 

これにより、売上高は１億83百万円増加し、営業利益、経常利益はそれぞれ41百万円、税金等調整前四

半期純利益は58百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,135,364 721,718

受取手形及び売掛金 1,295,864 1,733,182

商品及び製品 3,249 10,283

仕掛品 1,526 137,233

原材料及び貯蔵品 379 272

繰延税金資産 127,260 127,260

その他 69,742 39,241

貸倒引当金 △4,421 △4,196

流動資産合計 2,628,966 2,764,996

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,324,463 1,351,361

機械装置及び運搬具（純額） 302,457 310,580

土地 2,523,182 2,523,182

その他（純額） 116,169 117,591

有形固定資産合計 4,266,273 4,302,715

無形固定資産   

のれん 30,000 40,000

その他 118,901 120,107

無形固定資産合計 148,901 160,107

投資その他の資産   

投資有価証券 150,285 142,373

繰延税金資産 316,297 318,037

その他 170,846 172,641

貸倒引当金 △17,322 △17,310

投資その他の資産合計 620,107 615,741

固定資産合計 5,035,281 5,078,564

資産合計 7,664,248 7,843,561
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 443,772 881,665

短期借入金 2,583,150 2,448,400

未払法人税等 15,082 74,036

賞与引当金 436,215 287,684

受注損失引当金 1,281 －

その他 247,300 199,956

流動負債合計 3,726,803 3,891,743

固定負債   

長期借入金 1,580,675 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 836,076 812,665

役員退職慰労引当金 3,040 2,590

その他 51,817 67,699

固定負債合計 2,611,243 2,605,488

負債合計 6,338,046 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 404,292 427,380

自己株式 △3,030 △3,017

株主資本合計 1,291,261 1,314,363

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,013 △3,986

土地再評価差額金 35,953 35,953

評価・換算差額等合計 34,939 31,966

純資産合計 1,326,201 1,346,329

負債純資産合計 7,664,248 7,843,561
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,490,881 2,160,497

売上原価 2,353,237 2,041,278

売上総利益 137,644 119,219

販売費及び一般管理費 126,117 103,942

営業利益 11,527 15,277

営業外収益   

受取利息 2,742 2

受取配当金 1,350 794

持分法による投資利益 2,328 1,998

違約金収入 21,287 －

受取賃貸料 7,461 6,689

その他 569 639

営業外収益合計 35,741 10,126

営業外費用   

支払利息 20,532 16,436

その他 7,761 2,935

営業外費用合計 28,293 19,372

経常利益 18,974 6,031

特別利益   

固定資産売却益 17,695 200

過年度損益修正益 － 17,032

特別利益合計 17,695 17,232

特別損失   

固定資産売却損 41 －

固定資産除却損 3,664 －

その他 650 －

特別損失合計 4,355 －

税金等調整前四半期純利益 32,314 23,263

法人税等 21,714 10,144

四半期純利益 10,600 13,119
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 32,314 23,263

減価償却費 79,662 82,083

貸倒引当金の増減額（△は減少） 737 236

賞与引当金の増減額（△は減少） 150,272 148,531

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 1,281

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,124 23,411

受取利息及び受取配当金 △4,093 △797

支払利息 20,532 16,436

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,400 450

のれん償却額 10,000 10,000

持分法による投資損益（△は益） △2,328 △1,998

有形固定資産売却損益（△は益） △17,654 △200

有形固定資産除却損 3,664 －

前期損益修正損益（△は益） － △17,032

売上債権の増減額（△は増加） 683,557 598,917

たな卸資産の増減額（△は増加） △103,935 5,400

仕入債務の増減額（△は減少） 4,385 △437,892

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,525 4,713

その他 △29,009 △25,293

小計 854,356 431,511

利息及び配当金の受取額 4,093 797

利息の支払額 △20,758 △15,818

法人税等の支払額 △78,872 △66,865

営業活動によるキャッシュ・フロー 758,819 349,625

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 △95,511 △39,565

有形固定資産の売却による収入 37,141 200

無形固定資産の取得による支出 △1,920 △300

投資有価証券の取得による支出 △1,243 △1,200

投資有価証券の売却による収入 43 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △295 △15

長期貸付金の回収による収入 240 170

敷金及び保証金の差入による支出 △800 △494

敷金及び保証金の回収による収入 3,475 370

その他 △20,732 1,820

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,601 △39,013
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） △230,000 150,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △192,475 △217,475

リース債務の返済による支出 － △349

配当金の支払額 △25,929 △29,128

自己株式の取得による支出 － △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △448,404 103,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 230,813 413,645

現金及び現金同等物の期首残高 602,955 721,718

現金及び現金同等物の四半期末残高 833,769 1,135,364
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(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) セグメント情報【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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) 

売上高  

(1)外部顧客に対する
売上高 

1,591,230 899,650 2,490,881 － 2,490,881 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － － － － 

計 1,591,230 899,650 2,490,881 － 2,490,881 

営業利益 106,380 12,918 119,298 (107,771) 11,527 

(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 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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) 

売上高  

(1)外部顧客に対する
売上高 

1,370,142 790,355 2,160,497 － 2,160,497 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － － － － 

計 1,370,142 790,355 2,160,497 － 2,160,497 

営業利益 51,362 61,139 112,501 (97,224) 15,277 

(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、倉庫部門 

３（会計方針の変更） 

受注制作のソフトウェア開発に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
定性的情報・財務諸表等の「４．その他(3)四半期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」の項に記載のとおり、受注制作ソフトウェア開発に係る収益
の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「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）を当第１四半期連結会計期
間より適用し、当第１四半期連結会計期間の期首に存在するソフトウェア開発契約を含むす
べてのソフトウェア開発契約において当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分につい
て成果の確実性が認められるものについては工事進行基準（ソフトウエア開発の進捗率の見
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積もりは工数の発生比率による）を、その他ものについては工事完成基準を適用しておりま
す。 
この変更に伴い、従来の方法に比較して、情報サービス事業の当第１四半期連結会計期間

の売上高は１億83百万円増加し、営業利益は41百万円増加しております。 
 

【所在地別セグメント情報】 

すべて国内の取引であるため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

海外売上高はありません。 

 

(6) 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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