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                                             平成20年４月４日 

上場会社名 シンワアートオークション株式会社 上場取引所 大証ヘラクレス市場 Ｓ 

コード番号：２４３７ ＵＲＬ http://www.shinwa-art.com/  
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（百万円未満切捨） 

１ 平成20年５月期第３四半期の業績（平成19年６月１日 ～ 平成20年２月29日） 
(1) 経営成績                                （％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(当期) 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20年５月期第３四半期   1,196 △29.5 117 △55.3 122 △53.5 66 △54.3 

19年５月期第３四半期 1,698    4.5 262 △31.2 263 △31.2 146  △31.2 

19年５月期 2,228    －  449     － 451     － 256     － 

 

 
１株当たり四半期 

(当 期 )純 利 益 

潜 在 株 式 調 整 後         
１ 株 当 た り 四 半 期
( 当 期 ) 純 利 益

 円    銭 円    銭

20年５月期第３四半期 1,153  22 1,152  68 

19年５月期第３四半期 2,526  65 2,524  46 

19年５月期 4,439  70 4,435  87 

 
 
(2) 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

20年５月期第３四半期 2,086 1,943 93.1 33,637  45 

19年５月期第３四半期 2,249 1,920 85.4 33,203  65 

19年５月期 3,308 2,030 61.4 35,116  71 

 

 

(3) キャッシュ・フローの状況                                

 
営業活動による          
キャッシュ・フロー 

投資活動による          
キャッシュ・フロー 

財務活動による          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年５月期第３四半期     △ 640 △  46 △  153 959 

19年５月期第３四半期     △ 748 △  52 △  144 703 

19年５月期 301 △  7 △  144 1,798 

 
 
２．平成20年５月期の業績予想（平成19年６月１日 ～ 平成20年５月31日） 

（％表示は対前期増減率） 

 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

通     期 2,376   6.6 650  44.5 653  44.6 357  39.2 6,180  16 
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３．その他 
  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 
  

四半期財務諸表については、大阪証券取引所のニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」に関する有

価証券上場規程の特例の取扱い別添に定める「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見

表明のための手続きを受けております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

本資料に記載しております業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報をもとに当社が判断した仮定や予想

に基づくものであります。従いまして業績予想は様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績はこれらの予想

数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期（平成19年６月～平成20年２月）のわが国経済は、企業の設備投資が堅調に推移したものの、
原油価格の高止まりや米国経済の先行き不透明感により、景気回復は減速傾向にあります。 
セカンダリーマーケットである美術品オークション市場は、取扱高が前年を上回る規模で推移したものの、

８月以降米国のサブプライムローン問題の長期化により、個人消費への影響が懸念され、様子見の状況が続いて
おります。 
このような状況下、当社は、「柔軟・強化・遵守」のキーワードを掲げ、「公明正大なオークション市場の

創造と拡大」の経営理念のもと、高額美術品を中心とした優良作品のオークション出品と富裕層を中心とした美
術品コレクターのオークション参加促進に努めてまいりました。 
しかしながら市況の低迷が続く状況下、当社オークションにおきましても高額作品を中心とした出品の減少

傾向が続く厳しい事業環境下での推移となりました。当第３四半期会計期間のオークション落札率は93.5％と前
期比0.6％増となり順調に推移いたしましたが、取扱高は4,161百万円（前第３四半期比21.2％減）、売上高1,196
百万円（同29.5％減）、経常利益122百万円（同53.5％減）と前年同期実績を下回りました。特に当社のメイン
オークションである高額作品中心の近代美術オークションにおいては取扱高は2,172百万円（前第３四半期比
15.8％減）となりました。またオークション以外の相対取引であるプライベートセールにおいても取扱高125百
万円（前第３四半期比77.4％減）と減少になりました。 
 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

財政状態の変動状況 

当第３四半期末におきましては、総資産は2,086百万円となり平成19年５月末より1,221百万円減少いたしま

した。これは主に２月度のオークション開催がワインオークション１回であり、オークション未収入金が減少

したことおよび法人税、配当金の支払による現金及び預金の減少によるものであります。負債は143百万円と平

成19年５月末より1,133百万円減少いたしました。これは主にオークション未払金と未払法人税等の減少による

ものであります。また純資産は1,943百万円と平成19年５月末より87百万円の減少となりました。これは主に当

四半期の純利益66百万円の増加と平成19年５月期の配当金支払144百万円および自社株取得10百万円の減少に

よるものであります。 

これにより第３四半期末の自己資本比率は31.7ポイント増加し、93.1％となりました。 

キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは主にオークション未収入金の減少に

よる増加413百万円に対し、オークション未払金の減少944百万円、法人税等の支払211百万の減少により640百

万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の預入による支出で46百万円

の支出となりました。また財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払143百万円および自己株式

の取得10百万円により153百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の平成19年５月末か

らの減少額は839百万円となり、現金及び現金同等物の第３四半期末残高は、959百万円となりました。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成19年７月６日に発表いたしました業績予想から変更はございません。
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４ 四半期財務諸表等 
(1)第３四半期貸借対照表 

 
前第３四半期会計期間末

（平成19年２月28日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成20年２月29日） 
増 減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年５月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

(％) 
金額（千円） 

増減率

(％) 
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金 ※２ 1,088,725  1,344,470  255,744  2,138,973  

２．売掛金  221,052  ―  △221,052  ―  

２．オークション未収入金 ※３ 103,393  91,959  △ 11,433  504,963  

３．たな卸資産  164,381  125,789  △ 38,591  159,303  

４．前渡金  458,558  301,359  △157,198  284,404  

５．繰延税金資産  22,325  23,249  924  28,133  

６．その他 ※４ 28,584  53,750  25,165  32,915  

貸倒引当金  △ 4,385  △ 6,021  △  1,635  △ 4,485  

流動資産合計  2,082,635 92.6 1,934,557 92.7 △148,078 △ 7.1 3,144,207 95.0

Ⅱ 固定資産     

(1)有形固定資産     

１．建物 ※１ 69,963  56,083 △ 13,880  66,227

２．車両運搬具 ※１ 7,363  4,683 △  2,680  6,475

３．工具、器具及び備品 ※１ 9,087  6,536 △  2,551  8,187

有形固定資産合計  86,414 3.8 67,302 3.2 △ 19,112 △22.1 80,890 2.5

(2)投資その他の資産     

１．繰延税金資産  19,784  23,110 3,325  22,020

２．その他  60,965  61,616 650  60,965

投資その他の資産合計  80,749 3.6 84,726 4.1 3,976 4.9 82,985 2.5

固定資産合計  167,164 7.4 152,028 7.3 △ 15,135 △9.1 163,876 5.0

資産合計  2,249,800 100.0 2,086,586 100.0 △163,213 △7.3 3,308,083 100.0
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前第３四半期会計期間末

（平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間末

（平成20年２月29日）
増 減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年５月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

(％)
金額（千円） 

増減率

(％) 
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債      

１．オークション未払金  ※３ 184,778  35,840  △148,937  980,170  

２．未払法人税等  44,821  ―  △44,821 132,064  

３．未払消費税等 ※４ ―  1,409  1,409  ―  

４．賞与引当金  17,457  12,243  △5,214  34,774  

５．役員賞与引当金  ―  ―  ―  4,956  

６．その他  55,292  64,040  8,748  95,378  

流動負債合計  302,349 13.4 113,533 5.5 △188,816 △62.5 1,247,343 37.7

     

Ⅱ 固定負債     

１．退職給付引当金  27,150 29,750 2,600  29,800

固定負債合計  27,150 1.2 29,750 1.4 2,600 9.6 29,800 0.9

負債合計  329,499 14.6 143,283 6.9 △186,216 △56.5 1,277,143 38.6

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本      

（1）資本金  778,620 34.6 779,000 37.3 380 0.0 778,620 23.5

（2）資本剰余金    

1 資本準備金  383,495 383,875 380  383,495

資本剰余金合計  383,495 17.1 383,875 18.4 380 0.1 383,495 11.6

（3）利益剰余金    

1 利益準備金  37,687 37,687 ―  37,687

2 その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  720,497 753,263 32,766  831,137

利益剰余金合計  758,185 33.7 790,951 37.9 32,766 4.3 868,824 26.3

（4）自己株式  ― ― △  10,524 △ 0.5 △ 10,524 ― ― ―

株主資本合計  1,920,300 85.4 1,943,302 93.1 23,002 1.2 2,030,940 61.4

純資産合計  1,920,300 85.4 1,943,302 93.1 23,002 1.2 2,030,940 61.4

負債及び純資産合計  2,249,800 100.0 2,086,586 100.0 △163,213 △7.3 3,308,083 100.0
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(2)第３四半期損益計算書 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年６月１日 

至 平成20年２月29日）

増 減 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成18年６月１日

 至 平成19年５月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

(％)
金額（千円） 

増減率

(％) 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高 ※１ 1,698,285 100.0 1,196,486 100.0 △501,798 △29.5 2,228,174 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 693,891 40.9 307,378 25.7 △386,512 △55.7 767,906 34.5

  売上総利益  1,004,393 59.1 889,107 74.3 △115,285 △11.5 1,460,267 65.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  742,166 43.7 771,937 64.5 29,771 4.0 1,010,500 45.3

営業利益  262,227 15.4 117,169 9.8 △145,057 △55.3 449,767 20.2

Ⅳ 営業外収益 ※３ 1,503 0.1 5,522 0.5 4,018 267.3 2,082 0.1

Ⅴ 営業外費用  ― ― 116 0.0 116 ― ― ―

経常利益  263,730 15.5 122,576 10.3 △141,154 △53.5 451,850 20.3

Ⅵ 特別利益 ※４ 686 0.0 ― ― △  686 ― 586 0.0

Ⅶ 特別損失 ※５ 868 0.0 ― ― △  868 ― 868 0.0

税引前第３四半期(当

期)純利益 
 263,548 15.5 122,576 10.3 △140,972 △53.5 451,568 20.3

法人税、住民税及び 

事業税 
※６ 117,422 6.9 55,864 4.7 △ 61,557 △52.4 166,748 7.5

法人税等調整額 ※６ ― ― ― ― ― ― 28,053 1.3

第３四半期（当期） 

純利益 
 146,126 8.6 66,711 5.6 △ 79,415 △54.3 256,766 11.5
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(3) 第３四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間（自 平成18年６月１日  至 平成19年２月28日） 

（単位：千円）   

 株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 
合  計 資 本

準備金

資 本
剰余金
合 計

利 益 
準備金 

その他 
利 益 
剰余金 利 益 

剰余金 
合 計 繰 越 

利 益 
剰余金 

平成18年５月31日残高 778,620 383,495 383,495 37,687 718,956 756,643 1,918,759 1,918,759

四半期会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △144,585 △144,585 △144,585 △144,585

第３四半期純利益  146,126 146,126 146,126 146,126

四半期会計期間中の変動額 合計 ― ― ― ― 1,541 1,541 1,541 1,541

平成19年２月28日残高 778,620 383,495 383,495 37,687 720,497 758,185 1,920,300 1,920,300

    

                                     

当第３四半期会計期間（自 平成19年６月１日  至 平成20年２月29日） 

（単位：千円）   

 株主資本 

純資産合計
資本金 

 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合  計 資 本 

準備金 

資 本 
剰余金 
合 計 

利 益
準備金

その他 
利 益 
剰余金 利 益

剰余金
合 計繰 越 

利 益 
剰余金 

平成19年５月31日残高 778,620 383,495 383,495 37,687 831,137 868,824 ― 2,030,940 2,030,940

四半期会計期間中の変動額   
 

新株の発行 380 380 380
 

760 760

剰余金の配当   △144,585 △144,585
 

△144,585 △144,585

第３四半期純利益   66,711 66,711
 

66,711 66,711

自己株式の取得   △10,524 △10,524 △10,524

四半期会計期間中の変動額 

合計 
380 380 380 ― △77,873 △77,873 △10,524 △87,637 △87,637

平成20年２月29日残高 779,000 383,875 383,875 37,687 753,263 790,951 △10,524 1,943,302 1,943,302
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年６月１日  至 平成19年５月31日） 

                                                （単位：千円） 

 株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 
合  計 資 本

準備金

資 本 
剰余金 
合 計 

利 益
準備金

その他 
利 益 
剰余金 利 益 

剰余金 
合 計 繰 越

利 益 
剰余金 

平成18年５月31日残高 778,620 383,495 383,495 37,687 718,956 756,643 1,918,759 1,918,759

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △144,585 △144,585 △144,585 △144,585

当期純利益  256,766 256,766 256,766 256,766

事業年度中の変動額 合計 ― ― ― ― 112,181 112,181 112,181 112,181

平成19年５月31日残高 778,620 383,495 383,495 37,687 831,137 868,824 2,030,940 2,030,940
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(4)第３四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

 至 平成20年２月29日） 

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前第３四半期（当期）純利益  263,548 122,576 451,568 

減価償却費  16,785 14,291 22,527 

貸倒引当金の増加・減少（△）額  △   686 1,535 △   586 

賞与引当金の増加・減少（△）額  △  77,674 △  22,531 △  60,357 

役員賞与引当金の増加・減少（△）額  △  40,360 △   4,956 △  35,403 

退職給付引当金の増加・減少（△）額  1,600 △    50 4,250 

受取利息及び受取配当金  △   913 △  3,036 △  1,188 

有形固定資産売却損  868 ― 868 

売掛金の増加（△）・減少額  △ 220,122 ― 930 

オークション未収入金の増加（△）・減少額  499,715 413,003 98,145 

たな卸資産の増加（△）・減少額  △   87,564 33,513 △  82,487 

前渡金の増加（△）・減少額  △ 372,911 △  16,955 △ 198,758 

オークション未払金の増加・減少（△）額  △ 436,827 △ 944,329 358,563 

未払消費税等の増加・減少（△）額  △  46,921 1,409 △  38,027 

未収消費税等の増加（△）・減少額  ― 9,981 △  9,981 

その他  △  19,010 △  36,271 19,857 

小計  △ 520,475 △ 431,818 529,921 

利息及び配当金の受取額  663 3,152 750 

利息の支払額  ― 0 ― 

法人税等の支払（△）・還付額  △ 228,952 △ 211,348 △ 228,970 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 748,764 △ 640,014 301,701 
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前第３四半期会計期間

（自 平成18年６月１日

 至 平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

 至 平成20年２月29日）

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金への預入による支出  △  45,000 △ 390,000 △  60,000 

定期預金の満期払戻による収入  ― 345,000 60,000 

有形固定資産の取得による支出  △   6,958 △    702 △  7,176 

有形固定資産の売却による収入  398 ― 398 

保証金新規差入による支出  △  1,000 △   650 △  1,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △  52,560 △  46,353 △  7,778 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  ― 760 ― 

自己株式の取得による支出  ― △  10,524 ― 

配当金の支払額  △ 144,585 △ 143,370 △ 144,585 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 144,585 △ 153,134 △ 144,585 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少（△）額  △ 945,909 △ 839,502 149,337 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,649,635 1,798,973 1,649,635 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末

（期末）残高 
 703,725 959,470 1,798,973 
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第３四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

たな卸資産 

個別法による原価法 

たな卸資産 

同  左 

 

たな卸資産 

同  左 

 

２．固定資産の減価償却の

方法 

有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属

設備は除く）については、定

額法によっております。 

 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物        ８年～15年

車両運搬具     ５年 

工具、器具及び備品 ３年～15年

 

有形固定資産 

同  左 

 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物         ８年～15年 

車両運搬具      ５年 

工具、器具及び備品 ３年～15年 

 

有形固定資産 

同  左 

 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物        ８年～15年

車両運搬具     ５年 

工具、器具及び備品 ３年～15年

 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上

しております。 

(1)貸倒引当金 

同  左 

 

(1)貸倒引当金 

同  左 

 
(2)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見込額

に基づき計上しております。

(2)賞与引当金 

同  左 

 

(2)賞与引当金 

同  左 

 

 (3)役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、支給見

込額を計上しております。 

なお、役員賞与は通期の業

績を基礎として算定して

おり、当第３四半期会計期

間において合理的に見積

もることが困難なため、費

用処理しておりません。 

(3)役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、支

給見込額を計上しており

ます。 

(3)役員賞与引当金 

同  左 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

 至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日） 

 (4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務の見込額に基づき、当

第３四半期会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しております。

なお、当社は、従業員数300

人未満の小規模企業等に該

当するため、簡便法を採用し

ております。 

(4)退職給付引当金 

同  左 

 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務に基づき計上

しております。なお、当社

は、従業員数300人未満の

小規模企業等に該当する

ため、簡便法を採用してお

ります。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、第３四

半期末日の直物為替相場によ

り円換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

同  左 外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円

換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同  左 同  左 

６．第３四半期キャッシュ・

フロー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からな

っております。 

同  左 同  左 

７．その他第３四半期財務諸

表（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同  左 

消費税等の会計処理 

同  左 
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（追加情報） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

 至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日） 

────── 当第３四半期会計期間より法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産のうち、償却可能

限度額までの償却が終了しているもの

については、残存簿価を５年間で均等償

却を行う方法を採用しております。 

この採用に伴う営業利益、経常利益及

び税引前第３四半期純利益に与える影

響は、軽微であります。 

────── 
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注記事項 

（第３四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成19年２月28日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成20年２月29日） 

前事業年度末 

（平成19年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

79,410千円 99,443千円 85,152千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金   300,000千円 

 

担保付債務はありません。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

定期預金   300,000千円 

 

担保付債務はありません。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

定期預金   300,000千円

 

担保付債務はありません。 

※３ オークション未収入金及びオーク

ション未払金は、オークション事業

により発生する、落札者及び出品者

に対する未決済債権及び債務残高

であります。 

なお、オークション未収入金及びオ

ークション未払金の第３四半期会

計期間末残高は、第３四半期会計期

間末日とオークション開催日との

関連によって増減いたします。 

 

※３   

同 左 

 

 

 

同 左 

※３     

同 左 

 

 

 

なお、オークション未収入金及びオ

ークション未払金の期末残高は、期

末日とオークション開催日との関連

によって増減いたします。 

 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動資産の「その他」

に含めております。 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動負債の未払消費

税等で表示しております。 

※４ 

────── 

 

５ 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行１行と貸出コミ

ットメント契約を1,000,000千円締

結しております。 

なお、この契約に基づく当第３四半

期会計期間末における実行残高は

ありません。 

 

５ 

 同 左 

 

５ 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行１行と貸出コミ

ットメント契約を1,000,000千円締

結しております。 

なお、この契約に基づく当期末にお

ける実行残高はありません。 
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（第３四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日） 

※１ 売上高の内訳は次のとおりであ

ります。 

オークション事業収入 1,048,430千円 

その他事業収入     649,854千円 

 

オークション事業収入は、主に、

オークション事業における落札

及び出品に係る受取手数料収入

並びにオークションにおける商

品売上高であります。また、その

他事業収入は、その他事業におけ

る商品売上高及び受取手数料収

入等であります。 

なお、当第３四半期会計期間の事

業部門別の取扱高は以下のとお

りであります。 

 

オークション事業  4,525,233千円 

その他事業       757,186千円 

（合計）    （5,282,419千円） 

※１ 売上高の内訳は次のとおりであ

ります。 

オークション事業収入 1,032,444千円

その他事業収入     164,042千円

 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

なお、当第３四半期会計期間の事

業部門別の取扱高は以下のとお

りであります。 

 

オークション事業  3,954,290千円

その他事業      206,718千円

（合計）    （4,161,008千円）

※１ 売上高の内訳は次のとおりであ

ります。 

オークション事業収入 1,556,909千円

その他事業収入     671,265千円

 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

なお、当期の事業部門別の取扱高は

以下のとおりであります。 

 

 

オークション事業   6,945,628千円 

その他事業         785,612千円 

（合計）      （7,731,240千円）

 

※２ 売上原価の内訳は次のとおりで

あります。 

オークション事業原価 222,014千円 

その他事業原価    471,877千円 

 

※２ 売上原価の内訳は次のとおりで

あります。 

オークション事業原価 155,317千円

その他事業原価    152,061千円

 

※２ 売上原価の内訳は次のとおりであ

ります。 

オークション事業原価  277,951千円

その他事業原価     489,955千円

※３ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息      913千円 

受取査定報酬    486千円 

 

※３ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息     3,036千円

保管料       761千円

受取査定報酬    649千円

※３ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息     1,188千円 

受取査定報酬    661千円 

※４ 特別利益は貸倒引当金戻入益686

千円であります。 

※４    ────── ※４ 特別利益は貸倒引当金戻入益586千

円であります。 

※５ 特別損失は固定資産売却損868千

円であります。 

※５    ────── ※５ 特別損失は固定資産売却損868千円

であります。 

※６ 当第３四半期会計期間における

税金費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用しているた

め、法人税等調整額は、「法人税、

住民税及び事業税」に含めて表示

しております。 

※６ 

同  左 

※６  

────── 

７ 減価償却実施額 

有形固定資産 16,785千円 

 

７ 減価償却実施額 

有形固定資産   14,291千円

 

７ 減価償却実施額 

有形固定資産   22,527千円 
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（第３四半期株主資本等変動計算書関係） 

  前第３四半期会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末株式数 

当第３四半期会計期間

増加株式数 

当第３四半期会計期間

減少株式数 

当第３四半期会計期間

末株式数 

発行済株式数     

普通株式 19,278株 38,556株 ― 57,834株 

     

（注）普通株式の発行済株式数の増加38,556株は、平成18年９月１日付の株式１株につき３株の割合の株式分割によるもの

であります。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年８月

30日定時株主

総会 

普通株式 144,585千円 7,500円 平成18年５月31日 平成18年８月31日

（注）当社は、平成18年９月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株あたり配当金は2,500円になります。 

 

 

 当第３四半期会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末株式数 

当第３四半期会計期間

増加株式数 

当第３四半期会計期間

減少株式数 

当第３四半期会計期間

末株式数 

発行済株式数     

普通株式（注１） 57,834株 36株 ― 57,870株 

自己株式     

普通株式（注２） ― 98株 ― 98株 

     

（注１） 普通株式の発行済株式数の増加36株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

（注２） 普通株式の自己株式の増加98株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年８月

30日定時株主

総会 

普通株式 144,585千円 2,500円 平成19年５月31日 平成19年８月31日
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前事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

発行済株式数     

普通株式 19,278株 38,556株 ― 57,834株 

     

（注）普通株式の発行済株式数の増加38,556株は、平成18年９月１日付の普通株式１株につき３株の割合の株式分割に

よるものであります。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

   

３．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年８月30日

定時株主総会 
普通株式 144,585千円 7,500円 平成18年５月31日 平成18年８月31日

（注）当社は、平成18年９月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり配当金は2,500円になります。 

 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年８月30日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 144,585千円 2,500円 平成19年５月31日 平成19年８月31日

 
 
 
 

（第３四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

    至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日） 

現金及び現金同等物の第３四半期会計

期間末残高と第３四半期貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年２月28日現在） 

現金及び現金同等物の第３四半期会計

期間末残高と第３四半期貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年２月29日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成19年５月31日現在）

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 1,088,725 現金及び預金勘定 1,344,470 現金及び預金勘定 2,138,973

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△ 385,000 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△ 385,000

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△ 340,000

現金及び現金同等物 703,725 現金及び現金同等物 959,470 現金及び現金同等物 1,798,973
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

 至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

 

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び第３四半

期末残高相当額 

 

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び第３四半

期末残高相当額 

 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相

当額 

             

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

第３四半

期末残高

相当額

(千円) 

  

取得価額

相当額 

(千円)

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

第３四半

期末残高

相当額

(千円) 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円)

期末残高

相当額 

（千円）

工具、器

具及び

備品 

14,184 9,483 4,700  

工具、器

具及び

備品 

14,184 13,373 810

工具、器

具及び

備品 

14,184 10,192 3,991

合計 14,184 9,483 4,700  合計 14,184 13,373 810 合計 14,184 10,192 3,991

 

(2)未経過リース料第３四半期末残高

相当額 

 

(2)未経過リース料第３四半期末残高

相当額 

 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 2,918千円 

１年超 1,966千円 

合計 4,884千円 

 
１年内 1,967千円

１年超 ― 

合計 1,967千円

１年内 2,935千円

１年超 1,226千円

合計 4,161千円

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 
 

支払リース料 2,254千円 

減価償却費相当額 2,127千円 

支払利息相当額 109千円 

 
支払リース料 2,254千円

減価償却費相当額 1,367千円

支払利息相当額 59千円

支払リース料 3,005千円

減価償却費相当額 2,836千円

支払利息相当額 137千円

 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

 

(5)利息相当額の算定方法 

リース総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

(5)利息相当額の算定方法 

同  左 

 

(5)利息相当額の算定方法 

同  左 

   

 
 
 



㈱シンワアートオークション(2437) 平成20年５月期 第３四半期財務・業績の概況 

19 

 
（デリバティブ取引関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（ストック・オプション関係） 

     前第３四半期会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1)ストック・オプションの内容 

  
平成13年新株引受権による 

ストック・オプション 

平成15年新株予約権による 

ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び数 
 当社の取締役 ４名 

 当社の従業員 20名 

 当社の取締役    １名 

 当社の監査役    ３名 

 当社の従業員    ６名 

 社外コンサルタント １社  

 ストック・オプション数（注）  普通株式  2,349株  普通株式  1,125株  

 付与日  平成13年12月８日  平成15年12月６日  

 権利行使期間 
 自 平成17年１月１日 

 至 平成21年12月31日 

 自 平成17年12月７日 

 至 平成21年12月６日 

 （注）平成17年７月20日および平成18年９月１日の分割後の株式数に換算して記載しております。 

 権利確定条件は付与されておりません。また、対象勤務期間の定めはありません。 
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 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（平成19年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション数に

ついては、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストック・オプションの数 

  
平成13年新株引受権による 

ストック・オプション 

平成15年新株予約権による 

ストック・オプション 

 権利確定前     

 前事業年度末  ―  ― 

 付与  ―  ― 

 失効  ―  ― 

 権利確定  ―  ― 

 未確定残  ―  ― 

 権利確定後     

 前事業年度末 18株 36株 

 権利確定  ―  ― 

 権利行使  ―  ― 

 失効  ―  ― 

 未行使残  18株  36株 

（注）平成17年７月20日および平成18年９月１日の分割後の株式数に換算して記載しております。 

 

 ②単価情報 

  
平成13年新株引受権による 

ストック・オプション 

平成15年新株予約権による 

ストック・オプション 

 権利行使価格 13,889円 21,112円 

 行使時平均株価  ―  ― 

 付与日における公正な評価単価  ―  ― 

 （注）権利行使価格は、平成17年７月20日および平成18年９月１日の分割後の価格で記載しております。株式分割前の付与

時の権利行使価格は、次のとおりです。 

 平成13年新株引受権によるストック・オプション 125,000円 

 平成15年新株予約権によるストック・オプション 190,000円 

（持分法損益等） 

前第３四半期会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 



㈱シンワアートオークション(2437) 平成20年５月期 第３四半期財務・業績の概況 

21 

 

（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

    至 平成19年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

 至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日） 
  

１株当たり純資産額 33,203.65円 １株当たり純資産額 33,637.45円 １株当たり純資産額 35,116.71円

１株当たり第３四半期

純利益金額 
2,526.65円 

１株当たり第３四半期

純利益金額 
1,153.22円

１株当たり当期純利

益金額 
4,439.70円

潜在株式調整後１株当た

り第３四半期純利益金額 
2,524.46円 

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額 

1,152.68円
潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
4,435.87円

      

当社は平成18年９月１日付で株式１株

につき３株の株式分割を行っておりま

す。 

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前第３四半期会

計期間及び前事業年度における１株当

たり情報については以下のとおりとな

ります。 

 

前第３四半

期会計期間 

前事業年度 

１株当たり

純資産額 
31,643.13円 33,177.00円 

１株当たり

第３四半期

（当期）純

利益金額 

3,759.68円 5,489.41円 

潜在株式調

整後１株当

たり第３四

半期（当期）

純利益金額 

3,674.21円 5,383.75円 

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

当社は平成18年９月１日付で株式

１株につき３株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年

度における１株当たり情報につい

ては以下のとおりとなります。 

 

前事業年度

１株当たり純資産額 33,177.00円

１株当たり当期純利益

金額 
5,489.41円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
5,383.75円
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（注）１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

 至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日）

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額   

第３四半期（当期）純利益（千円） 146,126 66,711  256,766  

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―  ―  

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益 

（千円） 
146,126 66,711  256,766

期中平均株式数（株） 57,834 57,848  57,834

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額 

 
  

 第３四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

 普通株式増加数（株） 50 27 50 

 （うちストック・オプション（新株引受権方

式）） 

（17） （16） （17） 

 （うちストック・オプション（新株予約権方

式）） 

（33） （11） （33） 

 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり第３四半期（当期）

純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

 

────── 

 

────── 

 

────── 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

    至 平成19年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

 至 平成20年２月29日） 

前事業年度 

（自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日） 

 

 

   平成19年８月23日開催の取締役会にお

いて、会社法第165条第３項の規程により

読み替えて適用される同法156条の規程

に基づき、自己株式を取得することを決

議いたしました。 

  

１．自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資

本政策を実行するため行うものでありま

す。 

２．取得の内容 

(1) 取得する株式の種類 

  当社普通株式 

(2) 取得する株式の総数    

3,000株（上限） 

(3) 株式の取得価額の総額 

  500,000千円（上限） 

(4) 取得する期間 

 平成19年８月24日～ 

 平成20年５月31日 

(5) 取得方法 

  市場買付 
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（販売実績） 

 
（百万円未満切捨） 

 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年６月１日 

  至 平成20年２月29日） 

取扱高 

（百万円） 

売上高 

（百万円） 

ｵｰｸｼｮﾝ

開催数

ｵｰｸｼｮﾝ 

出品数 

ｵｰｸｼｮﾝ 

落札数 

落札率

（％）

近代美術オークション 2,172 503 4 479 387 80.8

近代陶芸オークション 331 122 3 862 795 92.2

近代美術ＰａｒｔⅡオークション 374 110 4 1,481 1,460 98.6

その他オークション（注） 1,075 295 10 2,113 1,973 93.4

オークション事業合計 3,954 1,032 21 4,935 4,615 93.5

プライベートセール 125 113

その他 81 50

その他事業合計 206 164

合  計 4,161 1,196

（注）その他オークションの開催については、出品の状況により随時開催しております。当第３四半期会計期間は、
Jewellery&Watchesオークションを４回、ワインオークションを３回、西洋美術オークション、コンテンポラリー
アートオークション、浮世絵オークションを各１回開催しております。 

 


