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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 8,359 9.9 125 △19.1 119 △25.1 49 △31.5
25年3月期第3四半期 7,607 7.7 155 △15.2 159 △1.3 71 47.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 67百万円 （△4.3％） 25年3月期第3四半期 70百万円 （70.8％）

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

26年3月期第3四半期 3.46 ―
25年3月期第3四半期 5.06 ―

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

26年3月期第3四半期 8,378 1,858 22.2 130.78
25年3月期 8,431 1,826 21.7 128.51
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 1,858百万円 25年3月期 1,826百万円

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

25年3月期 ― ― ― 2.50 2.50
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 2.50 2.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率） 

（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

通期 11,526 6.4 422 24.7 404 17.3 196 11.0 13.81



(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 ： 無 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続は実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
連結業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
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
②①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） 26年3月期3Q 14,500,000 株 25年3月期 14,500,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 285,671 株 25年3月期 284,747 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 14,214,876 株 25年3月期3Q 14,216,067 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融緩和政策などに

よる景気回復基調が見られるものの、消費税の引き上げを控えており、依然として先行き不透明

な状況となっております。 

このような状況のもと、当社グループの売上高は83億59百万円（前年同四半期比9.9％増）、営

業利益は１億25百万円（前年同四半期比19.1％減）、経常利益は１億19百万円（前年同四半期比

25.1％減）、四半期純利益は49百万円（前年同四半期比31.5％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開発事業が上期に続き堅調

に推移しており、増収となっております。更に、一昨年５月に100％子会社となったＧＢＲ株式会

社の売上も増収要因になっております。 

以上の結果、情報サービス事業の売上高は59億49百万円（前年同四半期比16.3%増）となりまし

た。 

物流事業の概況は次のとおりです。 

倉庫事業は、芝浦、大井の各倉庫の取扱減少と東扇島冷蔵倉庫の賃料減により、売上高は７億

83百万円（前年同期比11.0％減）となりました。 

港運事業は、港運元請業務の減少を、建材埠頭での骨材取扱の増加で補い、売上高は４億78百

万円（前年同期比0.0％減）となりました。 

陸運事業は、セメント輸送が回復に転じ、売上高は11億48百万円（前年同四半期比1.3％増）と

なりました。 

以上の結果、物流事業の売上高は24億10百万円（前年同四半期比3.3%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、主力のソフトウェア受託開発事業の売上増

加に伴う増益があったものの、データセンター事業における増床に伴う設備投資・電気料金値上

げに伴う費用増加や、のれん償却等を補うことができず、セグメント利益は２億24百万円（前年

同四半期比4.2%減）となりました。 

物流事業は、倉庫事業における利益の減少を、港運事業における建材埠頭での利益の増加と、

陸運事業の増収による利益の増加で補い、セグメント利益は２億69百万円（前年同期比4.3％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３四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52

百万円、負債は84百万円減少し、純資産は32百万円増加いたしました。 

総資産の主な変動要因は、現金及び預金の増加69百万円、仕掛品の増加２億30百万円、受取手

形及び売掛金の減少３億73百万円などによるものであります。 

負債の主な変動要因は、長期借入金の増加１億23千円、短期借入金の減少３億20百万円などに

よるものであります。 

純資産の主な変動要因は、配当金による利益剰余金の取り崩しによるものであります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成26年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成25年10月30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（注記事項）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。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 663,404 732,470 

受取手形及び売掛金 1,958,064 1,584,515 

商品及び製品 42,967 49,506 

仕掛品 365,852 595,903 

原材料及び貯蔵品 503 500 

その他 173,951 212,047 

貸倒引当金 △3,998 △1,142 

流動資産合計 3,200,743 3,173,802 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,190,402 1,176,608 

土地 2,489,232 2,489,232 

その他（純額） 545,150 558,156 

有形固定資産合計 4,224,785 4,223,998 

無形固定資産   

のれん 83,783 68,997 

その他 148,682 125,999 

無形固定資産合計 232,466 194,997 

投資その他の資産   

投資有価証券 233,821 263,505 

繰延税金資産 375,248 392,998 

その他 181,046 147,030 

貸倒引当金 △23,479 △23,550 

投資その他の資産合計 766,636 779,984 

固定資産合計 5,223,888 5,198,980 

繰延資産 7,004 6,196 

資産合計 8,431,636 8,378,978 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 628,148 749,223 

短期借入金 2,135,266 1,815,239 

未払法人税等 107,433 13,185 

賞与引当金 286,467 145,174 

受注損失引当金 － 15,678 

その他 284,921 408,045 

流動負債合計 3,442,237 3,146,545 

固定負債   

社債 300,000 300,000 

長期借入金 1,400,810 1,523,907 

退職給付引当金 1,094,868 1,175,917 

役員退職慰労引当金 12,112 16,584 

その他 354,759 357,046 

固定負債合計 3,162,550 3,373,455 

負債合計 6,604,787 6,520,000 

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 786,992 800,696 

自己株式 △36,532 △36,686 

株主資本合計 1,640,460 1,654,010 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △895 17,684 

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 186,387 204,967 

純資産合計 1,826,848 1,858,977 

負債純資産合計 8,431,636 8,378,978 

鈴与シンワート㈱（9360）　平成26年度３月期　第３四半期決算短信

― 5 ―



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 7,607,902 8,359,973 

売上原価 7,064,937 7,812,014 

売上総利益 542,965 547,958 

販売費及び一般管理費 387,864 422,512 

営業利益 155,100 125,446 

営業外収益   

受取利息 53 160 

受取配当金 7,293 4,885 

持分法による投資利益 3,632 － 

受取賃貸料 15,136 14,834 

その他 12,647 11,256 

営業外収益合計 38,761 31,136 

営業外費用   

支払利息 29,016 30,096 

持分法による投資損失 － 3,248 

その他 5,774 4,138 

営業外費用合計 34,791 37,483 

経常利益 159,070 119,100 

特別利益   

固定資産売却益 7,102 － 

特別利益合計 7,102 － 

特別損失   

固定資産除却損 － 6,419 

特別損失合計 － 6,419 

税金等調整前四半期純利益 166,173 112,680 

法人税等 94,295 63,438 

少数株主損益調整前四半期純利益 71,877 49,242 

四半期純利益 71,877 49,242 
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 71,877 49,242 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △980 18,579 

その他の包括利益合計 △980 18,579 

四半期包括利益 70,897 67,822 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 70,897 67,822 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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 5,116,257 2,491,644 7,607,902 － 7,607,902

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

927 1,178 2,105 △2,105 －

計 5,117,184 2,492,823 7,610,008 △2,105 7,607,902

セグメント利益 234,918 258,922 493,841 △338,740 155,100

(注) １ セグメント利益の調整額△338,740千円には、セグメント間取引消去△2,105千円、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△336,634千円が含まれております。 

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 

第１四半期連結会計期間に、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、当第３四半期連結累計期間におけるのれん償却費は、9,856千円であります。 
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31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 5,949,911 2,410,062 8,359,973 － 8,359,973

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

927 189 1,116 △1,116 －

計 5,950,838 2,410,251 8,361,089 △1,116 8,359,973

セグメント利益 224,941 269,972 494,914 △369,467 125,446

(注) １ セグメント利益の調整額△369,467千円は、セグメント間取引消去△1,116千円、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△368,351千円が含まれております。 

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。 

 

（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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