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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,349 4.5 34 62.0 36 58.2 0 △91.9

24年3月期第1四半期 2,249 11.3 21 △4.1 22 27.1 10 △12.7

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 8百万円 （25.8％） 24年3月期第1四半期 7百万円 （△21.7％）

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

25年3月期第1四半期 0.06 ―

24年3月期第1四半期 0.72 ―

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

25年3月期第1四半期 7,641 1,653 21.6 116.33
24年3月期 7,635 1,680 22.0 118.20

（参考） 自己資本  25年3月期第1四半期  1,653百万円 24年3月期  1,680百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― ― ― 2.50 2.50

25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― 2.50 2.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 5,052 7.5 158 30.0 150 29.9 82 32.7 5.75
通期 10,515 8.2 423 17.5 401 29.1 224 86.9 15.66



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
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。 

※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 14,500,000 株 24年3月期 14,500,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 283,893 株 24年3月期 283,893 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 14,216,107 株 24年3月期1Q 14,481,107 株
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１．当四半期決算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、東日本大震災による復興需要等を背景に回

復しつつあるものの、欧州の金融不安や円高水準が定着している影響などから、景気の先行きが

依然として不透明な状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループの売上高は23億49百万円（前年同四半期比4.5％増）、営

業利益は34百万円（前年同四半期比62.0％増）、経常利益は36百万円（前年同四半期比58.2％

増）、投資有価証券の減損処理をしたことにより四半期純利益は０百万円（前年同四半期比

91.9％減）となりました。 

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事業が首都圏、関西圏共に

足踏みが続いたものの、クラウドサービスを含めたデータセンター事業が大きく増加しており、

また人事給与、会計を中心としたプロダクト事業も堅調に推移したため、売上高は15億10百万円

（前年同四半期比8.1％増）となりました。 

また、物流事業全体の売上高は８億38百万円（前年同四半期比1.6％減）となりました。 

各事業の概況は次のとおりであります。 

倉庫事業は、芝浦、大井、東扇島各倉庫とも堅調に推移しましたが、前年は東日本大震災関連

特需があったため、売上高は２億92百万円（前年同四半期比7.3％減）となりました。 

港運事業は、建材埠頭でのスポット作業及び骨材取扱の増加により、売上高は１億69百万円

（前年同四半期比20.8％増）となりました。 

陸運事業は、小麦粉輸送は堅調に推移したものの、セメントは輸送拠点変更に伴う体制整備の

遅れで減収となり、売上高は３億76百万円（前年同四半期比4.9％減）となりました。 

セグメント利益においては、情報サービス事業は、データセンター事業の売上増加に伴う増益

が大きく貢献し、セグメント利益は48百万（前年同四半期比83.6％増）となりました。また、物

流事業は、倉庫事業の減収に伴う利益減少を、港運事業の利益の大幅拡大と陸運事業の増益によ

りカバーし、営業利益は92百万円（前年同四半期比4.5％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６

百万円、負債は32百万円それぞれ増加し、純資産は26百万円減少となりました。 

総資産の主な変動要因は、現金及び預金の増加１億62百万円、仕掛品の増加１億73百万円、Ｇ

ＢＲ株式会社の全株式取得に伴うのれんの増加98百万円、受取手形及び売掛金の減少５億56百万

円などによるものであります。 

負債の主な変動要因は、賞与引当金の増加１億41百万円、長・短期借入金の減少60百万円など

によるものであります。 

純資産の主な変動要因は、四半期純利益の計上と配当金による利益剰余金の取崩によるもので

あります。 

なお、当社は平成24年５月31日にＧＢＲ株式会社の全株式を取得し、平成24年６月30日をみな

し取得日として連結貸借対照表を作成いたしました。 

 

鈴与シンワート㈱（9360）　平成25年３月期　第１四半期決算短信

― 2 ―



(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月15日に公表いたしました

連結業績予想に変更はございません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

なお、当第１四半期連結累計期間に、ＧＢＲ株式会社の全株式を取得したことにより、連結子

会社に含めております。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 629,081 791,784 

受取手形及び売掛金 1,744,047 1,187,337 

商品及び製品 8,028 10,027 

仕掛品 259,387 432,728 

原材料及び貯蔵品 411 427 

繰延税金資産 116,136 118,989 

その他 41,751 117,868 

貸倒引当金 △3,708 △811 

流動資産合計 2,795,136 2,658,352 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,044,055 1,009,512 

機械装置及び運搬具（純額） 250,716 264,301 

土地 2,489,232 2,489,232 

その他（純額） 289,286 309,709 

有形固定資産合計 4,073,291 4,072,756 

無形固定資産   

のれん － 98,568 

その他 150,781 189,651 

無形固定資産合計 150,781 288,219 

投資その他の資産   

投資有価証券 150,353 140,220 

繰延税金資産 351,567 345,774 

その他 138,200 160,124 

貸倒引当金 △23,550 △23,550 

投資その他の資産合計 616,571 622,568 

固定資産合計 4,840,644 4,983,545 

資産合計 7,635,780 7,641,897 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 540,367 591,887 

短期借入金 1,744,700 1,693,226 

未払法人税等 125,623 11,866 

賞与引当金 279,232 420,641 

受注損失引当金 3,557 5,315 

その他 341,664 322,214 

流動負債合計 3,035,146 3,045,151 

固定負債   

長期借入金 1,540,900 1,531,627 

再評価に係る繰延税金負債 199,437 199,437 

退職給付引当金 1,018,124 1,018,856 

役員退職慰労引当金 7,465 7,958 

繰延税金負債 1,518 837 

その他 152,877 184,306 

固定負債合計 2,920,322 2,943,024 

負債合計 5,955,468 5,988,175 

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 645,696 610,999 

自己株式 △36,426 △36,426 

株主資本合計 1,499,270 1,464,573 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,240 1,865 

土地再評価差額金 187,282 187,282 

その他の包括利益累計額合計 181,041 189,148 

純資産合計 1,680,312 1,653,721 

負債純資産合計 7,635,780 7,641,897 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,249,362 2,349,713 

売上原価 2,128,084 2,205,295 

売上総利益 121,278 144,417 

販売費及び一般管理費 99,983 109,926 

営業利益 21,294 34,491 

営業外収益   

受取配当金 1,629 2,435 

持分法による投資利益 3,125 1,559 

受取賃貸料 5,226 5,166 

貸倒引当金戻入額 － 3,018 

その他 4,493 680 

営業外収益合計 14,475 12,860 

営業外費用   

支払利息 10,858 9,064 

その他 2,137 2,258 

営業外費用合計 12,996 11,322 

経常利益 22,773 36,029 

特別損失   

投資有価証券評価損 － 25,460 

特別損失合計 － 25,460 

税金等調整前四半期純利益 22,773 10,569 

法人税等 12,368 9,725 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,405 843 

四半期純利益 10,405 843 
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,405 843 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,288 8,106 

土地再評価差額金 － － 

その他の包括利益合計 △3,288 8,106 

四半期包括利益 7,116 8,949 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,116 8,949 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

１．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 

（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)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高      

  外部顧客への売上高 1,397,402 851,960 2,249,362 － 2,249,362 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 1,397,402 851,960 2,249,362 － 2,249,362 

セグメント利益 26,437 88,315 114,752 △93,457 21,294 

(注) １ セグメント利益の調整額△93,457千円は、各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費

用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

１．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 

（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)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高      

  外部顧客への売上高 1,510,972 838,741 2,349,713 － 2,349,713 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 1,510,972 838,741 2,349,713 － 2,349,713 

セグメント利益 48,542 92,253 140,795 △106,304 34,491 

(注) １ セグメント利益の調整額△106,304千円は、各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社

費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間に、ＧＢＲ株式会社（報告セグメント：情報サービス事業）の全株

式を取得し、のれんを計上しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、98,568千円

であります。また、当該事象によるのれん償却は、第２四半期連結累計期間より開始します。 

 

(5) 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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