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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 6,504 1.2 204 △0.4 191 1.3 111 △2.4
22年3月期第3四半期 6,428 △16.9 205 24.7 188 21.4 113 218.0

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3四半期 7.67 ―
22年3月期第3四半期 7.85 ―

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3四半期 7,322 1,529 20.9 105.61
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3四半期  1,529百万円 22年3月期  1,459百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

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、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
上記業績予想の修正につきましては、本日（平成23年1月28日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」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

通期 8,920 4.0 375 17.2 351 22.2 202 35.2 13.96



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  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  
（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 

（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） 

※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10月29日に公表いたしました業績予想を修正しております。 
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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （ 社名 ）

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） 23年3月期3Q 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3Q 18,581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3Q 14,482,246株 22年3月期3Q 14,483,174株
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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３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31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 675,172 818,396 

受取手形及び売掛金 1,316,957 1,407,141 

商品及び製品 5,475 7,405 

仕掛品 272,123 72,594 

原材料及び貯蔵品 300 368 

繰延税金資産 127,178 127,178 

その他 71,834 31,095 

貸倒引当金 △5,131 △4,785 

流動資産合計 2,463,910 2,459,393 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,147,485 1,240,072 

機械装置及び運搬具（純額） 247,394 266,885 

土地 2,489,232 2,523,182 

その他（純額） 205,502 122,658 

有形固定資産合計 4,089,615 4,152,798 

無形固定資産   

その他 141,188 146,190 

無形固定資産合計 141,188 146,190 

投資その他の資産   

投資有価証券 166,965 157,110 

繰延税金資産 343,320 339,915 

その他 141,303 136,810 

貸倒引当金 △23,972 △23,990 

投資その他の資産合計 627,616 609,845 

固定資産合計 4,858,420 4,908,835 

資産合計 7,322,330 7,368,229 
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31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 519,714 488,469 

短期借入金 2,077,500 1,961,400 

未払法人税等 13,450 71,457 

賞与引当金 155,342 291,172 

受注損失引当金 1,724 1,786 

その他 338,519 190,410 

流動負債合計 3,106,250 3,004,695 

固定負債   

長期借入金 1,507,475 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 933,103 870,287 

役員退職慰労引当金 5,630 4,130 

その他 100,887 68,449 

固定負債合計 2,686,729 2,904,001 

負債合計 5,792,980 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 488,831 540,681 

自己株式 △3,266 △3,060 

株主資本合計 1,375,565 1,427,620 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,848 △4,042 

土地再評価差額金 162,633 35,953 

評価・換算差額等合計 153,785 31,911 

純資産合計 1,529,350 1,459,531 

負債純資産合計 7,322,330 7,368,229 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,428,503 6,504,970 

売上原価 5,921,159 6,035,626 

売上総利益 507,343 469,344 

販売費及び一般管理費 301,612 264,511 

営業利益 205,730 204,832 

営業外収益   

受取利息 51 66 

受取配当金 1,295 1,701 

持分法による投資利益 11,897 10,893 

受取賃貸料 20,071 16,318 

その他 3,381 3,626 

営業外収益合計 36,696 32,606 

営業外費用   

支払利息 45,521 39,638 

その他 8,239 6,589 

営業外費用合計 53,761 46,228 

経常利益 188,666 191,211 

特別利益   

前期損益修正益 17,032 － 

固定資産売却益 1,190 13,468 

その他 2,108 － 

特別利益合計 20,331 13,468 

特別損失   

固定資産売却損 － 321 

固定資産除却損 － 196 

関係会社清算損 － 5,341 

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 － 12,639 

税金等調整前四半期純利益 208,998 192,039 

法人税等 95,283 81,002 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 111,037 

四半期純利益 113,714 111,037 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 208,998 192,039 

減価償却費 244,524 235,289 

貸倒損失 5,074 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,419 328 

賞与引当金の増減額（△は減少） △139,275 △135,830 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,690 △61 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 67,913 62,815 

受取利息及び受取配当金 △1,346 △1,767 

支払利息 45,521 39,638 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,210 1,500 

のれん償却額 30,000 － 

持分法による投資損益（△は益） △11,897 △10,893 

有形固定資産売却損益（△は益） △1,190 △13,146 

有形固定資産除却損 － 196 

関係会社清算損益（△は益） － 5,341 

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） 560,061 90,183 

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,056 △197,531 

仕入債務の増減額（△は減少） △440,762 31,245 

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,504 3,248 

その他 84,769 119,850 

小計 629,287 429,224 

利息及び配当金の受取額 1,346 1,767 

利息の支払額 △45,369 △39,631 

法人税等の支払額 △144,424 △133,867 

営業活動によるキャッシュ・フロー 440,840 257,492 

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 △126,022 △205,510 

有形固定資産の売却による収入 1,200 60,900 

無形固定資産の取得による支出 △10,053 △9,543 

投資有価証券の取得による支出 △3,601 △18,104 

短期貸付金の純増減額（△は増加） △105 80 

長期貸付金の回収による収入 460 210 

敷金及び保証金の差入による支出 △854 △753 

敷金及び保証金の回収による収入 3,730 1,034 

関係会社の清算による収入 － 5,590 

その他 5,392 5,516 

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,854 △160,579 
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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） 50,000 120,000 

長期借入れによる収入 200,000 300,000 

長期借入金の返済による支出 △657,425 △617,925 

リース債務の返済による支出 △2,806 △5,846 

配当金の支払額 △36,277 △36,161 

自己株式の取得による支出 △43 △205 

財務活動によるキャッシュ・フロー △446,552 △240,137 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135,566 △143,224 

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 586,151 675,172 

鈴与シンワート㈱（9360）　平成23年3月期　第３四半期決算短信

― 9 ―



鈴与シンワート㈱（9360）　平成23年3月期　第３四半期決算短信

― 10 ―



鈴与シンワート㈱（9360）　平成23年3月期　第３四半期決算短信

― 11 ―


	サマリー情報修正0128A4
	64期第3四半期目次A4
	役員用１A4
	0128財務諸表A4
	役員用２A4



