
平成22年5月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成22年1月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 シンワアートオークション株式会社 上場取引所 大 
コード番号 2437 URL http://www.shinwa-art.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 倉田 陽一郎
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 益戸 佳治 TEL 03-3520-0066
四半期報告書提出予定日 平成22年1月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年5月期第2四半期の業績（平成21年6月1日～平成21年11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 ％

22年5月期第2四半期 390 △24.5 △135 ― △135 ― △155 ―
21年5月期第2四半期 517 ― △96 ― △94 ― △95 ―

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5月期第2四半期 △2,845.31 ―
21年5月期第2四半期 △1,670.63 ―

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5月期第2四半期 2,018 1,318 65.3 24,061.74
21年5月期 1,974 1,473 74.6 26,909.03

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  1,318百万円 21年5月期  1,473百万円

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
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

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年5月期 ― 0.00
22年5月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 920 △14.5 △125 ― △125 ― △147 ― △2,688.12
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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  無  

(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） 

(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 無
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5月期第2四半期 57,879株 21年5月期  57,870株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  3,098株 21年5月期  3,098株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第2四半期 54,778株 21年5月期第2四半期 57,443株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成21年７月10日に公表いたしました平成22年５月期第２四半期累計期間及び通期業績予想を、平成22年１月13日公表の「業績予想の修正に関するお
知らせ」にて修正しております。本資料に記載してあります業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報をもとに当社が判断した仮定や予想に基づ
くものであります。従いまして業績予想は様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる結果となり得ることをご承知
おきください。 
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当第２四半期（平成21年９月１日～平成21年11月30日）におけるわが国の経済は、主要各国が昨年来の世界的経済

危機から着実に回復への道を模索している中にあって、完全に立ち遅れており、景気悪化に底打ちの兆候はみられる

ものの、企業収益の低迷、雇用情勢の一段の悪化により景気の先行き不安感は極めて強く、個人消費は依然低迷した

ままの低調な状況が続いております。 

このような環境にあって、当社は徹底したコスト管理のもと、高額美術品を中心とした優良作品のオークションへ

の出品及び富裕層を中心とした美術品コレクターのオークションへの参加促進に努め、当第２四半期会計期間は合計

12回のオークションを開催しました。 

特に11月には、香港において韓国、台湾、シンガポールのオークションハウスと共同で、第3回目となるAsian 

Auction Week（コンテンポラリーアート）を、また、北京匡時國際拍賣有限公司と共同でCouncil & SHINWA 

Alliance Auction（Jewellery＆Watches）をそれぞれ開催し、昨秋の香港で開催されたオークションの中では、高い

評価を得ることができました。 

しかしながら、主力である国内開催オークションにおいては、落札率は引き続き高いレベルを維持しているもの

の、オークション出品への様子見観が強く、出品点数が伸び悩む厳しい状況が依然続いております。 

その結果、当第２四半期会計期間は、取扱高1,141百万円（前第２四半期比7.3％減）、売上高314百万円（同6.3％

減）、経常損失13百万円となりました。 

一連の経費削減諸施策の効果は上がってきており、また、取扱高、売上高ともにほぼ当初の予想どおり推移してお

りますが、当第２四半期末において在庫商品の評価の見直しにより34百万円の評価減を計上しており、それを補うこ

とができませんでした。 

なお平成22年５月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年５月期第１四半期決算短信

（平成21年10月９日開示）をご参照ください。 

  

  

（１）財政状態の変動状況  

当第２四半期会計期間末におきましては、総資産は2,018百万円となり、前事業年度末より44百万円増加いたしま

した。これは主にオークション未収入金の増加74百万円、前渡金の増加51百万円、売掛金の減少23百万円、商品の減

少22百万円によるものであります。負債は700百万円と前事業年度末より200百万円増加いたしました。これは主にオ

ークション未払金の増加257百万円とその他の減少42百万円によるものであります。当第２四半期会計期間末は期末

直前の11月29日、11月30日にオークションの開催があり、オークション未収入金、オークション未払金ともに前事業

年度末より増加いたしました。これにより第２四半期会計期間末の自己資本比率は前事業年度末より9.3ポイント減

少し、65.3％となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末より42百万円減少

し、724百万円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の

とおりです。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は12百万円（前第２四半期比97.6％減）となりました。これは主に税引前四半期純損

失による資金の減少155百万円、オークション未収入金の増加による資金の減少74百万円、前渡金の増加による資金

の減少51百万円、オークション未払金の増加による資金の増加257百万円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28百万円（前第２四半期比57.0％減）となりました。これは主に定期預金の預入、

解約の差引による資金の減少30百万円、有形固定資産の取得による資金の減少10百万円、差入保証金の差入、回収の

差引による資金の増加11百万円によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増減は少額で、特記すべきことはありません。 

  

   

平成22年５月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年７月10日に公表しました業績予

想を修正しております。詳しくは別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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

（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
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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２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,074,852 1,087,594

売掛金 15 23,428

オークション未収入金 457,831 383,193

商品 239,175 261,494

前渡金 115,390 64,020

その他 42,392 68,721

貸倒引当金 △394 △10,054

流動資産合計 1,929,263 1,878,398

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 29,405 27,000

車両運搬具（純額） 2,279 2,578

工具、器具及び備品（純額） 5,654 3,774

有形固定資産合計 37,339 33,352

投資その他の資産   

その他 79,821 71,709

貸倒引当金 △27,452 △8,752

投資その他の資産合計 52,369 62,956

固定資産合計 89,709 96,309

資産合計 2,018,972 1,974,708

負債の部   

流動負債   

買掛金 989 21,439

オークション未払金 598,845 341,079

未払法人税等 2,456 4,264

賞与引当金 13,611 4,336

その他 65,044 107,327

流動負債合計 680,946 478,446

固定負債   

退職給付引当金 19,900 22,400

固定負債合計 19,900 22,400

負債合計 700,846 500,846

- 5 -

シンワアートオークション㈱(2437)　平成22年５月期　第２四半期決算短信（非連結）



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 779,125 779,000

資本剰余金 383,875 383,875

利益剰余金 242,982 398,842

自己株式 △87,856 △87,856

株主資本合計 1,318,126 1,473,861

純資産合計 1,318,126 1,473,861

負債純資産合計 2,018,972 1,974,708
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 517,210 390,445

売上原価 176,817 186,518

売上総利益 340,393 203,926

販売費及び一般管理費 436,564 339,250

営業損失（△） △96,171 △135,323

営業外収益   

受取利息 1,931 596

受取査定報酬 484 798

受取保管料 476 －

その他 786 726

営業外収益合計 3,678 2,121

営業外費用   

為替差損 2,195 2,365

その他 94 0

営業外費用合計 2,289 2,365

経常損失（△） △94,783 △135,567

特別利益   

未払配当金戻入益 761 298

特別利益合計 761 298

特別損失   

退職特別加算金 － 1,404

事務所移転費用 － 18,507

特別損失合計 － 19,911

税引前四半期純損失（△） △94,021 △155,180

法人税、住民税及び事業税 1,729 680

法人税等調整額 214 －

法人税等合計 1,944 680

四半期純損失（△） △95,965 △155,860
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 335,991 314,658

売上原価 110,818 141,104

売上総利益 225,172 173,554

販売費及び一般管理費 223,978 187,176

営業利益又は営業損失（△） 1,193 △13,621

営業外収益   

受取利息 455 157

受取査定報酬 260 706

受取保管料 190 －

その他 214 267

営業外収益合計 1,120 1,130

営業外費用   

為替差損 2,194 1,195

その他 94 －

営業外費用合計 2,289 1,195

経常利益又は経常損失（△） 24 △13,686

特別利益   

未払配当金戻入益 761 －

特別利益合計 761 －

特別損失   

退職特別加算金 － 1,404

事務所移転費用 － 13,400

特別損失合計 － 14,804

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 786 △28,490

法人税、住民税及び事業税 944 340

法人税等調整額 33,744 －

法人税等合計 34,689 340

四半期純損失（△） △33,903 △28,830
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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（△） △94,021 △155,180

減価償却費 8,000 6,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） 497 9,038

賞与引当金の増減額（△は減少） 47 9,275

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,225 △2,500

受取利息及び受取配当金 △1,931 △596

為替差損益（△は益） 2,190 2,216

売上債権の増減額（△は増加） △8,055 23,413

オークション未収入金の増減額（△は増加） △201,686 △74,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △202,025 22,319

前渡金の増減額（△は増加） △44,910 △51,369

仕入債務の増減額（△は減少） △514 △20,450

オークション未払金の増減額（△は減少） 99,000 257,765

未収消費税等の増減額（△は増加） △11,232 17,583

その他 △36,086 △54,655

小計 △489,502 △11,528

利息及び配当金の受取額 1,934 833

法人税等の支払額 △10,040 △1,485

営業活動によるキャッシュ・フロー △497,608 △12,180

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 － △10,237

貸付けによる支出 △31,282 －

定期預金の預入による支出 △235,028 △225,000

定期預金の払戻による収入 205,000 195,000

差入保証金の差入による支出 △5,931 △15,375

差入保証金の回収による収入 － 26,669

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,241 △28,943

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 125

自己株式の取得による支出 △60,182 －

配当金の支払額 △143,190 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △203,372 125

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △768,222 △42,742

現金及び現金同等物の期首残高 1,348,093 767,594

現金及び現金同等物の四半期末残高 579,870 724,852

- 9 -

シンワアートオークション㈱(2437)　平成22年５月期　第２四半期決算短信（非連結）



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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