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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 4,129    85.7 242     － 353     － 232     －
22年3月期第1四半期 2,223  △59.5 △250     － △176     － △262     －

 

 
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 8.88 －
22年3月期第1四半期 △10.03 －

 
（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 30,053 21,041 69.8 802.57
22年 3月期 29,297 20,852 70.9 795.42

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期 20,966百万円 22年3月期 20,779百万円 

 
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 － 0.00 － 3.00 3.00   
23年 3月期 －    

23年 3月期(予想)  0.00 － － －   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

(注)平成23年3月期の期末配当予想額は未定であります。 

 
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(累計)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) 7,500  54.0 340     － 500     － 280   － 10.72
通  期 15,000  29.4 580  310.5 880  127.9 450   － 17.23

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



  

４．その他  （詳細は、（添付資料）３ページ「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 

 新規   社 (社名)  、除外   社 (社名)  

（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 28,998,691株 22年3月期 28,998,691株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 2,875,123株 22年3月期 2,875,033株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 26,123,590株 22年3月期1Ｑ 26,123,690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ますが、この四半期決
算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりま
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．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及び合理的で
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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算
短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

２．平成 23 年 3 月期の期末配当予想額につきましては、業績の状況や経営環境の先行きが不透明であることか
ら、未定としております。配当予想額の開示が可能になった時点で速やかに開示いたします。 
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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１四半期連結会計期間（以下「当第 1四半期」という。）におけるわが国経済は、欧州

金融市場での不安の高まり・国内の設備投資動向や雇用情勢に懸念が残る等不安定な動きが

あるものの、中国をはじめとするアジア諸国の回復等に支えられ、全体としては回復基調が

続いております。 

このような状況下、当社とその連結企業（以下「当社グループ」という。）の当第１四半期

の売上高は主力の鍛造事業と物流事業が良化し、41 億 29 百万円と前年同四半期比 19 億５百

万円（85.7％）の増収、経常利益は３億 53 百万円（前年同四半期は１億 76 百万円の損失）、

四半期純利益は２億 32 百万円（前年同四半期は２億 62 百万円の純損失）と、増収のもとに

利益は黒字転換することができました。 

 

    セグメントの業績は、次のとおりであります。 

当社グループの主要事業である鍛造事業は、主要顧客である自動車産業や建設機械産業が

前期の後半から回復に転じ、当四半期においても引続き堅調な状況が続いております。当社

は、当該取引先からの受注が増加し、売上高は、前年同四半期に比べ 17 億 98 百万円増加の

34 億 72 百万円となりました。 

仮設資材の販売・リースを行う建機事業は、建設業界での民間設備投資や不動産市況の低

迷により建設工事の減少が続いています。こうした中、売上高は、前年同四半期に比べ１億

55 百万円減少の２億 54 百万円となり悪化しました。 

金属製パレットの製造販売を中心とした物流事業は、国内外における自動車生産の回復と

受注活動の強化により、売上高は、前年同四半期に比べ２億 65 百万円増加の３億 68 百万円

となりました。 

不動産事業の売上高は、前年同四半期に比べ１百万円減少の 33 百万円となりました。 

 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ 7.9％増加し、149 億 20 百万円となりました。こ

れは、現金及び預金が３億 95 百万円増加、受取手形及び売掛金が５億 76 百万円増加した

ことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ 2.1％減少し、151 億 33 百万円となりました。こ

れは、有形固定資産が１億 40 百万円減少、投資その他の資産が１億 90 百万円減少したこ

となどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ 2.6％増加し、300 億 53 百万円となりま

した。 

 

    （負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ 13.6％増加し、54 億 34 百万円となりました。こ

れは、支払手形及び買掛金が４億 68 百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ 2.4％減少し、35 億 77 百万円となりました。これ

は、長期借入金が 20 百万円減少したことなどによります。 

 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 0.9％増加し、210 億 41 百万円となりました。

これは、利益剰余金が１億 53 百万円増加・為替換算調整勘定が１億 55 百万円増加したこ

となどによります。 
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② 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は、前連結会計年度末より３億 94 百万円増

加し、68 億 46 百万円となりました。 

各活動のキャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

営業活動による資金の増加額は、５億 82 百万円となりました。これは、主に税金等調

整前四半期純利益３億 76 百万円計上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） 

投資活動による資金の減少額は、１億７百万円となりました。これは、主に有形固定

資産の取得等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減少額は、１億 26 百万円となりました。これは、主に配当金の

支払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 

業績予想につきましては、鍛造事業を主体に、中国をはじめとするアジア諸国の経済成長

に支えられ、足元は堅調に推移しております。また、米国をはじめとする先進国でも回復基

調が鮮明になってきており、現況で推移すれば 2010 年５月に公表しました業績予想を若干上

回るものと想定しております。 

一方、世界経済は欧州金融市場で発生した金融不安の影響や各国の緊縮財政重視への政策

転換の影響が懸念され、また国内経済はデフレ圧力が残る中、円高・自動車販売支援策の

終了・雇用情勢の悪化・消費の不振・原材料価格の上昇等、景気の下振れリスクも依然

存在し、先行きは不透明な状況にあります。 

このような状況下、2010 年５月に公表しました業績予想は、今回は変更しておりません。 

引続き経営体質の強化、業績の向上に努めてまいります。 

 
２．その他の情報 
（１）重要な子会社の異動の概要（連結の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特有の会計処理の概要 
  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
     当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著し 

  い変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高 
  を算定しております。 
 
② 棚卸資産の評価方法 
   当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
 
③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

     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 
    して算定する方法によっております。 
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④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か 
  つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度におい 
  て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
 
⑤ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 
  連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 
   当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整 
  を行わないで債権と債務を相殺消去しております。 

    連結会社相互間の取引の相殺消去 
     取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わ 

せる方法により相殺消去しております。 
 

  ⑥ 税金費用の計算 
     法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 
 
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
  ① 会計処理基準に関する事項の変更 
    「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
      当第１四半期連結会計期間より、「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。 
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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 6,865,550 6,470,186

受取手形及び売掛金 3,721,710 3,145,516

有価証券 203,509 203,461

製品 1,835,608 1,824,683

半製品 72,386 62,455

仕掛品 758,556 689,978

原材料及び貯蔵品 480,177 487,063

その他 990,606 957,454

貸倒引当金 △8,035 △7,017

流動資産合計 14,920,070 13,833,781

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,448,595 4,440,011

その他（純額） 5,542,686 5,691,803

有形固定資産合計 9,991,282 10,131,815

無形固定資産 19,309 19,296

投資その他の資産   

投資有価証券 2,872,503 3,077,350

その他 3,297,376 3,283,040

貸倒引当金 △1,047,297 △1,047,297

投資その他の資産合計 5,122,582 5,313,093

固定資産合計 15,133,174 15,464,205

資産合計 30,053,245 29,297,987
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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 3,654,972 3,185,987

短期借入金 1,151,264 1,174,793

賞与引当金 155,649 89,173

その他 472,278 331,711

流動負債合計 5,434,164 4,781,665

固定負債   

長期借入金 2,659,803 2,680,797

退職給付引当金 198,117 199,539

役員退職慰労引当金 544,323 536,106

その他 175,043 247,828

固定負債合計 3,577,288 3,664,272

負債合計 9,011,452 8,445,938

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,256,723 7,256,723

資本剰余金 6,872,915 6,872,915

利益剰余金 9,391,645 9,237,925

自己株式 △1,846,981 △1,846,955

株主資本合計 21,674,301 21,520,608

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 168,450 290,539

為替換算調整勘定 △876,690 △1,031,834

評価・換算差額等合計 △708,240 △741,295

少数株主持分 75,731 72,735

純資産合計 21,041,792 20,852,048

負債純資産合計 30,053,245 29,297,987

㈱シンニッタン（6319）平成23年３月期　第１四半期決算短信

6



(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 2,223,507 4,129,272

売上原価 2,276,707 3,643,411

売上総利益又は売上総損失（△） △53,200 485,860

販売費及び一般管理費   

従業員給料 41,996 45,748

運賃 31,638 59,776

その他 124,101 137,856

販売費及び一般管理費合計 197,736 243,381

営業利益又は営業損失（△） △250,936 242,478

営業外収益   

受取利息 7,709 2,737

受取配当金 59,968 36,567

作業くず売却益 23,941 100,788

その他 27,636 24,176

営業外収益合計 119,256 164,270

営業外費用   

支払利息 21,478 21,147

退職給付費用 17,364 17,364

その他 5,838 14,903

営業外費用合計 44,681 53,415

経常利益又は経常損失（△） △176,361 353,333

特別利益   

受取保険金 － 23,071

特別利益合計 － 23,071

特別損失   

固定資産処分損 － 124

投資有価証券評価損 10,257 －

特別損失合計 10,257 124

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△186,618 376,281

法人税、住民税及び事業税 74,881 139,963

法人税等調整額 1,188 1,086

法人税等合計 76,070 141,050

少数株主損益調整前四半期純利益 － 235,230

少数株主利益又は少数株主損失（△） △668 3,140

四半期純利益又は四半期純損失（△） △262,020 232,090
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△186,618 376,281

減価償却費 190,525 323,893

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 1,017

受取利息及び受取配当金 △67,677 △39,304

支払利息 21,478 21,147

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,271 66,475

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,787 △1,422

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,767 8,216

売上債権の増減額（△は増加） 649,000 △547,697

有形固定資産処分損益（△は益） － 124

たな卸資産の増減額（△は増加） 222,589 △55,325

仕入債務の増減額（△は減少） △1,674,146 443,960

その他 △30,062 52,831

小計 △798,085 650,198

利息及び配当金の受取額 67,677 39,304

利息の支払額 △21,478 △21,147

法人税等の支払額 △117,767 △85,801

営業活動によるキャッシュ・フロー △869,653 582,554

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △203,272 △203,509

有価証券の売却による収入 203,166 203,461

有形固定資産の取得による支出 △49,653 △106,630

短期貸付金の増減額（△は増加） 132 －

その他 △7,848 △1,069

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,475 △107,747

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） 120,000 －

長期借入れによる収入 776,000 －

長期借入金の返済による支出 △32,666 △44,522

配当金の支払額 △392,068 △78,370

少数株主への配当金の支払額 △3,368 △3,307

自己株式の取得による支出 △4,019 △26

その他 － △490

財務活動によるキャッシュ・フロー 463,877 △126,717

現金及び現金同等物に係る換算差額 48,124 46,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △415,127 394,584

現金及び現金同等物の期首残高 6,041,942 6,452,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,626,814 6,846,830
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（４）継続企業の前提に関する注記

　　　　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）

　　　　　該当事項はありません。
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（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）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高

　 又は振替高 － － － － － － －

営業利益又は営業損失(△)

注１．事業区分の方法

　　　事業区分の方法は、当社売上集計区分及び製造方法を勘案して自動車部品、建設機械部品等の製造販売を業とする

　　　鍛造事業、建設用機材の製造販売（建設用機材のﾘｰｽを含む）を業とする建機事業、物流機器の製造販売を業とする

　　　物流事業及びビル賃貸を業とする不動産事業とにセグメンテーションしております。

　２．各事業区分の主要製品

ｼｬﾌﾄ、ﾋﾟﾆｵﾝ、ﾁｭ-ﾌﾞ、ﾅｯｸﾙ

枠組足場、鋼製踏板、鋼製足場板、

建設用機材全般

各種パレット

―

　 【所在地別セグメント情報】

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）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高

   又は振替高

営業損失(△)

注    当社は、所在地別セグメントを原則国別で行っております。なお、中国所在の上海日鍛金属有限公司は、重要性に

　　　乏しいため日本セグメントに含めて表示しております。

   【海外売上高】

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）

Ⅰ．海外売上高

Ⅱ．連結売上高

Ⅲ．連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）

注１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア ： タイ国、中国

　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

22.8 － 22.8

507,992 － 507,992

－ － 2,223,507

 ア　ジ　ア（千円） その他の地域（千円）      計（千円）

－ 2,223,507

△ 114,112 △ 44,618 △ 158,730 (92,206) △ 250,936

　　　　　　　　　計 1,651,674 571,832 2,223,507

2,223,507

－ － － － －

1,651,674 571,832 2,223,507 －

（千円）

日　　　　本 タ　　イ 計 消去又は全社

（千円） （千円） （千円） （千円）

物流機器

建機事業

鍛造事業

連　　結

事業区分 売上区分 主要製品

不動産事業 ビル賃貸

物流事業

鍛工品

建設用機材

建設用機材ﾘｰｽ

鍛造事業 建機事業 物流事業

（千円） （千円） （千円）

不動産事業 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円）

1,674,723 410,162 103,302 35,318 2,223,507 － 2,223,507

　　　　　　　　　計 1,674,723 410,162 103,302 35,318 2,223,507 － 2,223,507

△ 215,301 47,617 △ 10,119 19,073 △ 158,730 (92,206) △ 250,936
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   【セグメント情報】

（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諸表が入手可能であり、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、製造方法を勘案し、「鍛造事業部」「建機事業部」「物流事業部」の３事業部を設置し、各事業部では、国内及

　　び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、資産運用の一環として子会社にて不動産賃貸事業を

　　行っていることから、同時に報告対象のセグメントとしております。

　　　なお、

　　　　「鍛造事業」は、自動車部品、建設機械部品等の製造販売をしております。

　　　　「建機事業」は、建設用機材の製造販売（建設用機材のリースを含む）をしております。

　　　　「物流事業」は、物流機器の製造販売をしております。

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）

売上高

　外部顧客への売上高

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高

セグメント利益又は損失（△）

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整

　に関する事項）

報告セグメント計

全社費用（注）

四半期連結損益計算書の営業利益

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

264,963 △ 11,584

331,987

△ 89,508

利益

242,478

62,347 16,260

（単位：千円）

331,987

金額

4,129,272

－ － －

3,472,888 254,210 368,587 33,586

不動産事業 合計

－ －

建機事業 物流事業

計

（単位：千円）

3,472,888 254,210 368,587 33,586 4,129,272

鍛造事業
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　　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）

　　　　　該当事項はありません。
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