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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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 ％ 

23年３月期第１四半期 2,020 △6.5 22 45.4 17 197.1 11 △9.2 
22年３月期第１四半期 2,160 △13.3 15 32.5 6 △68.2 13 23.8 
 

 
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 

23年３月期第１四半期 0 82 － 
22年３月期第１四半期 0 91 － 
 
(2) 連結財政状態 

 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 

23年３月期第１四半期 7,299 1,432 19.6 98 90 
22年３月期 7,368 1,459 19.8 100 78 
（参考） 自己資本  23年３月期第１四半期 1,432百万円 22年３月期 1,459百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 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 

22年３月期 － － － 2 50 2 50 
23年３月期 －     

23年３月期(予想)  － － 2 50 2 50 
（注）当四半期における配当予想の修正有無： 有・□無 
 
 
３．平成23年３月期の連結業績予想（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 

4,187 △1.8 95 39.1 78 36.2 40 △13.4 2 82 

通     期 9,054 5.6 427 33.5 375 30.6 207 39.1 14 36 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： □有・無 
 



 

４．その他（詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有・□無 
 （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： □有・無 

 （注）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の有無となります。 
  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： □有・無 
② ①以外の変更 ： 有・□無 
 （注）「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有無となります。 
   
(4) 発行済株式数（普通株式）  
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 14,500,000株 22年３月期 14,500,000株 
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 17,106株 22年３月期 17,016株 
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 14,482,939株 22年３月期１Ｑ 14,483,287株 

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中であります。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想は、第１四半期決算短信（連結）を本資料にお
いて修正しております。 
２．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。 
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１． 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1)連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益に一部回復の兆しが見られるものの、

欧州を中心とした海外景気の下振れリスクや設備投資抑制などにより、引き続き不透明な経営環境が

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20億20百万円（前年同四半期比6.5％減）、営業利

益は22百万円（前年同四半期比45.4％増）、経常利益は17百万円（前年同四半期比197.1％増）、四半

期純利益は11百万円（前年同四半期比9.2％減）となりました。 

なお、前年同四半期には過年度のソフトウェア開発契約に係る進捗部分に対応する利益17百万円を

前期損益修正益として特別利益に計上しており、当第１四半期連結累計期間においては、資産除去債

務会計基準の適用に伴う影響額６百万円を特別損失に計上しております。 

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、主力のソフトウェア受託開発事業において物流システム

開発およびWebサイト作成の案件が増加しているものの、顧客企業の情報化投資が依然として厳しく、

新規のシステム構築案件の立ち上がりが遅れており、売上高は12億28百万円（前年同四半期比10.3%

減）となりました。 

また、物流事業全体の売上高は７億91百万円（前年同四半期比0.2％増）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、小麦粉の輸送は増加したものの、セメントの輸送は需要の低迷から減少を続けてお

り、売上高は３億93百万円（前年同四半期比1.1％減）にとどまりました。 

海運事業は、海貨取扱業務の回復と建材埠頭での骨材取扱いの増加に加え、原糖本船荷役作業の

増加により、売上高は１億81百万円（前年同四半期比12.3％増）となりました。 

倉庫事業は、芝浦、大井両倉庫の取扱高は増加したものの、東扇島冷蔵倉庫等の売上減少により、

売上高は２億16百万円（前年同四半期比6.1％減）となりました。 

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営業利益は36百万円（前

年同四半期比29.5％減）となりました。また、物流事業は売上減少に伴う倉庫事業の利益の落込み

を、海運事業の取扱い増加に伴う利益の拡大と陸運事業における燃費改善効果などによる利益の増

加でカバーして、営業利益は72百万円（前年同四半期比18.3％増）となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は68百万

円、負債は41百万円、純資産は27百万円それぞれ減少いたしました。 

総資産の主な変動要因は、現金及び預金の増加44百万円、受取手形及び売掛金の減少２億86百万円、

仕掛品の増加１億27百万円、建設仮勘定の増加54百万円などによるものであります。 

負債の主な変動要因は、支払手形及び買掛金の増加61百万円、賞与引当金の増加１億54百万円、長・

短期借入金の減少２億67百万円などによるものであります。 

純資産の主な変動要因は、四半期純利益11百万円の計上と、配当36百万円による利益剰余金の取崩

しなどによるものであります。なお、有形固定資産の売却により土地再評価差額金の増加１億26百万

円、利益剰余金の減少１億26百万円が生じておりますが、純資産の増減には影響を与えておりません。 

<連結キャッシュ・フローの状況> 

当第１四半期連結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）は前連結会

計年度末に比べ、44百万円増加し、８億63百万円となりました。 

（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４億11百万円（前年同四半期比17.8％増）となりました。これ

は主に、賞与引当金の増加１億54百万円、売上債権の減少２億86百万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67百万円（前年同四半期比72.1％増）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１億２百万円、投資有価証券の取得による支出15百万円、有
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形固定資産の売却による収入54百万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） 

財務活動の結果使用した資金は２億99百万円 (前年同四半期１億３百万円の収入)となりまし

た。これは主に、長・短期借入金の返済による支出２億67百万円、配当金の支払31百万円による

ものであります。 

 

(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22年５月14日付当社

「平成22年３月期決算短信」にて発表いたしました平成23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。 

 

２．その他の情報 

(1)重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 

法人税等は、法定実効税率を基礎とした年間予測税率により計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、税金等調整前四半期純利益は６百万円減少しております。 

 

（「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

24号 平成20年３月10日）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20

年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研

究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企

業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準
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に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

 

（表示方法の変更） 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当

第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

鈴与シンワート㈱（9360） 平成23年３月期　第１四半期決算短信

― 4 ―



３．四半期連結財務諸表 
(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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 863,033 818,396 

受取手形及び売掛金 1,120,593 1,407,141 

商品及び製品 3,590 7,405 

仕掛品 200,023 72,594 

原材料及び貯蔵品 405 368 

繰延税金資産 127,178 127,178 

その他 73,739 31,095 

貸倒引当金 △4,386 △4,785 

流動資産合計 2,384,177 2,459,393 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,200,242 1,240,072 

機械装置及び運搬具（純額） 265,695 266,885 

土地 2,489,232 2,523,182 

建設仮勘定 56,771 1,879 

その他（純額） 127,375 120,778 

有形固定資産合計 4,139,317 4,152,798 

無形固定資産   

その他 147,038 146,190 

無形固定資産合計 147,038 146,190 

投資その他の資産   

投資有価証券 171,423 157,110 

繰延税金資産 341,995 339,915 

その他 139,987 136,810 

貸倒引当金 △23,986 △23,990 

投資その他の資産合計 629,419 609,845 

固定資産合計 4,915,775 4,908,835 

資産合計 7,299,953 7,368,229 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 549,747 488,469 

短期借入金 1,892,650 1,961,400 

未払法人税等 13,199 71,457 

賞与引当金 445,387 291,172 

受注損失引当金 4,021 1,786 

その他 224,711 190,410 

流動負債合計 3,129,717 3,004,695 

固定負債   

長期借入金 1,623,025 1,821,500 

再評価に係る繰延税金負債 139,633 139,633 

退職給付引当金 875,835 870,287 

役員退職慰労引当金 4,580 4,130 

その他 94,763 68,449 

固定負債合計 2,737,837 2,904,001 

負債合計 5,867,555 5,908,697 

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 389,710 540,681 

自己株式 △3,073 △3,060 

株主資本合計 1,276,636 1,427,620 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,871 △4,042 

土地再評価差額金 162,633 35,953 

評価・換算差額等合計 155,761 31,911 

純資産合計 1,432,398 1,459,531 

負債純資産合計 7,299,953 7,368,229 
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,160,497 2,020,269 

売上原価 2,041,278 1,904,768 

売上総利益 119,219 115,501 

販売費及び一般管理費 103,942 93,287 

営業利益 15,277 22,213 

営業外収益   

受取利息 2 － 

受取配当金 794 1,075 

持分法による投資利益 1,998 3,523 

受取賃貸料 6,689 6,226 

その他 639 1,010 

営業外収益合計 10,126 11,835 

営業外費用   

支払利息 16,436 14,132 

その他 2,935 2,001 

営業外費用合計 19,372 16,133 

経常利益 6,031 17,916 

特別利益   

前期損益修正益 17,032 － 

固定資産売却益 200 6,940 

その他 － 402 

特別利益合計 17,232 7,343 

特別損失   

固定資産売却損 － 321 

固定資産除却損 － 22 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,780 

特別損失合計 － 7,124 

税金等調整前四半期純利益 23,263 18,135 

法人税等 10,144 6,219 

少数株主損益調整前四半期純利益 13,119 11,915 

四半期純利益 13,119 11,915 
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 23,263 18,135 

減価償却費 82,083 71,830 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 236 △402 

賞与引当金の増減額（△は減少） 148,531 154,215 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,281 2,235 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,411 5,547 

受取利息及び受取配当金 △797 △1,075 

支払利息 16,436 14,132 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 450 450 

のれん償却額 10,000 － 

持分法による投資損益（△は益） △1,998 △3,523 

有形固定資産売却損益（△は益） △200 △6,618 

有形固定資産除却損 － 22 

前期損益修正損益（△は益） △17,032 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,780 

売上債権の増減額（△は増加） 598,917 286,547 

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,400 △123,651 

仕入債務の増減額（△は減少） △437,892 61,278 

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,713 10,376 

その他 △25,293 △10,898 

小計 431,511 485,379 

利息及び配当金の受取額 797 1,075 

利息の支払額 △15,818 △14,656 

法人税等の支払額 △66,865 △60,065 

営業活動によるキャッシュ・フロー 349,625 411,733 

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 △39,565 △102,174 

有形固定資産の売却による収入 200 54,000 

無形固定資産の取得による支出 △300 △4,427 

投資有価証券の取得による支出 △1,200 △15,700 

短期貸付金の純増減額（△は増加） △15 △100 

長期貸付金の回収による収入 170 90 

敷金及び保証金の差入による支出 △494 △683 

敷金及び保証金の回収による収入 370 30 

その他 1,820 1,824 

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,013 △67,139 
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(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） 150,000 △50,000 

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 △217,475 △217,225 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,666 

配当金の支払額 △29,128 △31,053 

自己株式の取得による支出 △12 △12 

その他 △349 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 103,034 △299,958 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 413,645 44,636 

現金及び現金同等物の期首残高 721,718 818,396 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,135,364 863,033 
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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 

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（ソフトウェア開発の進捗率の見積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。 

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１四半期連結累計期間の売上高は

183,918千円増加し、営業利益は41,334千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。 
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（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

１.報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、事業部別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は事業部別のセグメントから構成されており、ソフトウェア受託開発を主とする「情

報サービス事業」と荷役から貨物の保管、流通加工、貨物輸送などの「物流事業」の２つを報告セグメ

ントとしております。 

 

２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

情報サービス 
事業 

物流事業 計 

調整額 
（注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高      

  外部顧客への売上高 1,228,401 791,867 2,020,269 － 2,020,269 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 1,228,401 791,867 2,020,269 － 2,020,269 

セグメント利益 36,224 72,321 108,545 △86,332 22,213 

(注) セグメント利益の調整額△86,332千円は、各報告セグメントに配分していない総務部門等管理部門に係る費

用であります。  

 

(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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