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1.  平成21年5月期第3四半期の業績（平成20年6月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年5月期第3四半期 642 △46.3 △242 ― △238 ― △283 ―
20年5月期第3四半期 1,196 △29.5 117 △55.3 122 △53.5 66 △54.3

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

21年5月期第3四半期 △4,991.52 ―
20年5月期第3四半期 1,153.22 1,152.68

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

21年5月期第3四半期 1,631 1,469 90.1 26,833.33
20年5月期 2,318 1,974 85.2 34,181.89

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  1,469百万円 20年5月期  1,974百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― ― ― 2,500.00 2,500.00
21年5月期 ― ― ―
21年5月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 1,053 △35.0 △148 ― △146 ― △149 ― △2,643.08

- 1 -



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期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もの） 

[（注）詳細は、４ページ[定性的情報・財務諸表等]４．その他をご覧ください。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年5月期第3四半期 57,870株 20年5月期  57,870株
② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  3,098株 20年5月期  98株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第3四半期 56,752株 20年5月期第3四半期 57,848株

※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21年１月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
２．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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当第３四半期（平成20年12月１日～平成21年２月28日）におけるわが国の経済は、米国金融市場の混乱に端を発し

た世界的金融危機を背景に未曾有の速さで悪化しました。株価低迷、雇用環境の悪化、急激な為替相場の変動による

企業業績への影響等により消費者心理は冷え込み、景気の先行きは一段と不透明感を増しております。  

このような環境の下、当社は「忍と攻」のキーワードを掲げ、得意とする高額美術品を中心とした優良作品のオー

クションへの出品及び富裕層を中心とした美術品コレクターのオークションへの参加促進に努めてまいりました。し

かしながら、美術品取引市況も世界規模でここ数ヶ月間悪化の一途を辿っており、当社業績もその影響により、出品

点数の減少、落札率の低下・落札金額の伸び悩みが依然として続く非常に厳しい状況にあります。 

その結果、当第３四半期会計期間は、取扱高358百万円、売上高124百万円、経常損失143百万円となりました。当

第３四半期会計期間のオークション開催数は７回でありましたが、落札率は82.9％と第２四半期会計期間の85.2％よ

り低下いたしました。当第３四半期会計期間は、当社の主力オークションである近代美術オークションの開催が１回

であったことで、当第３四半期会計期間は経常損失となりました。また、当期の業績見通し及び財務の健全性の観点

から、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、保守的な観点から、当第３四半期会計期間に法人税

等調整額を37百万円計上し、繰延税金資産を全額取り崩しといたしました。これにより第３四半期会計期間は四半期

純損失187百万円となりました。 

  

  

（１）財政状態の変動状況 

当第３四半期会計期間末におきましては、総資産は1,631百万円となり、前会計年度末より686百万円減少いたしまし

た。これは主に現金及び預金の減少、オークション未収入金の減少、繰延税金資産の取り崩しによるものでありま

す。負債は162百万円と前会計年度末より181百万円減少いたしました。これは主にオークション未払金の減少による

ものであります。これは第３四半期会計期間末はオークションの開催がなく、オークション未収入金、オークション

未払金ともに減少したものであります。また純資産は1,469百万円と前会計年度末より505百万円の減少となりまし

た。これは主に当第３四半期累計期間の純損失283百万円と平成20年５月期の配当決議による利益剰余金の減少144百

万円と自己株式の取得77百万円によるものであります。これにより第３四半期会計期間末の自己資本比率は4.9ポイ

ント増加し、90.1％となりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は前会計年度末より1,147百万円減少し、200百万円となりまし

た。当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は844百万円となりました。これは主にたな卸資産の増加による減少261百万円と前渡金

の増加による減少218百万円、オークション未払金の減少による減少151百万円と税引前第３四半期純損失242百万円

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） 

投資活動の結果使用した資金は、82百万円となりました。これは貸付による支出31百万円と定期預金の預入・払戻 

による支出45百万円及び保証金の差入による支出5百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は、220百万円となりました。これは配当金の支払による支出143百万円と自己株式の取

得による支出77百万円によるものであります。  

  

  

現時点で、平成21年１月14日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 
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該当事項はありません。  

  

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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 

棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、第

１四半期会計期間より、評価基準については個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失及

び税引前四半期純損失は、それぞれ278千円損失が増加しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 613,513 1,715,593

売掛金 2,250 －

オークション未収入金 64,100 152,136

商品 394,758 133,287

前渡金 356,680 137,762

その他 87,465 39,915

貸倒引当金 △1,054 △8,349

流動資産合計 1,517,714 2,170,345

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 38,100 52,701

車両運搬具（純額） 2,955 4,085

工具、器具及び備品（純額） 4,294 5,734

有形固定資産合計 45,350 62,521

投資その他の資産   

その他 76,873 85,555

貸倒引当金 △8,189 －

投資その他の資産合計 68,684 85,555

固定資産合計 114,034 148,076

資産合計 1,631,748 2,318,421

負債の部   

流動負債   

買掛金 739 1,698

オークション未払金 40,724 192,436

未払法人税等 2,444 12,800

賞与引当金 10,146 21,836

その他 73,078 81,668

流動負債合計 127,133 310,440

固定負債   

退職給付引当金 34,900 33,225

固定負債合計 34,900 33,225

負債合計 162,033 343,665

シンワアートオークション㈱(2437)　平成21年５月期　第３四半期決算短信

- 5 -



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 779,000 779,000

資本剰余金 383,875 383,875

利益剰余金 394,695 822,404

自己株式 △87,856 △10,524

株主資本合計 1,469,714 1,974,756

純資産合計 1,469,714 1,974,756

負債純資産合計 1,631,748 2,318,421
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 642,045

売上原価 242,127

売上総利益 399,918

販売費及び一般管理費 641,991

営業損失（△） △242,072

営業外収益  

受取利息 2,869

受取査定報酬 991

受取保管料 622

その他 1,451

営業外収益合計 5,935

営業外費用  

為替差損 2,003

その他 120

営業外費用合計 2,123

経常損失（△） △238,261

特別利益  

未払配当金戻入益 761

特別利益合計 761

特別損失  

減損損失 5,365

特別損失合計 5,365

税引前四半期純損失（△） △242,865

法人税、住民税及び事業税 2,674

法人税等調整額 37,738

法人税等合計 40,413

四半期純損失（△） △283,278
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 124,834

売上原価 65,309

売上総利益 59,524

販売費及び一般管理費 205,426

営業損失（△） △145,901

営業外収益  

受取利息 938

受取査定報酬 507

受取保管料 146

その他 857

営業外収益合計 2,448

営業外費用  

その他 25

営業外費用合計 25

経常損失（△） △143,478

特別損失  

減損損失 5,365

特別損失合計 5,365

税引前四半期純損失（△） △148,844

法人税、住民税及び事業税 945

法人税等調整額 37,523

法人税等合計 38,468

四半期純損失（△） △187,313
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △242,865

減価償却費 12,027

減損損失 5,365

貸倒引当金の増減額（△は減少） 894

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,689

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,675

受取利息及び受取配当金 △2,869

為替差損益（△は益） 1,959

売掛金の増減額（△は増加） △2,250

オークション未収入金の増減額（△は増加） 88,035

たな卸資産の増減額（△は増加） △261,471

前渡金の増減額（△は増加） △218,918

買掛金の増減額（△は減少） △959

オークション未払金の増減額（△は減少） △151,712

未収消費税等の増減額（△は増加） △23,867

その他 △28,491

小計 △835,139

利息及び配当金の受取額 2,893

法人税等の支払額 △11,877

営業活動によるキャッシュ・フロー △844,122

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 △222

貸付けによる支出 △31,282

定期預金の預入による支出 △390,044

定期預金の払戻による収入 345,000

敷金の差入による支出 △5,931

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,479

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △77,332

配当金の支払額 △143,190

財務活動によるキャッシュ・フロー △220,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,147,125

現金及び現金同等物の期首残高 1,348,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 200,968
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,196,486

Ⅱ 売上原価  307,378

売上総利益  889,107

Ⅲ 販売費及び一般管理費  771,937

営業利益  117,169

Ⅳ 営業外収益  5,522

Ⅴ 営業外費用  116

経常利益  122,576

税引前四半期純利益  122,576

税金費用   55,864

四半期純利益   66,711
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前第３四半期純利益   122,576

減価償却費   14,291

貸倒引当金の増加・減少（△）額   1,535

賞与引当金の増加・減少（△）額   △22,531

役員賞与引当金の増加・減少（△）額   △4,956

退職給付引当金の増加・減少（△）額   △50

受取利息及び受取配当金   △3,036

オークション未収入金の増加（△）・
減少額  

 413,003

たな卸資産の増加（△）・減少額   33,513

前渡金の増加（△）・減少額   △16,955

オークション未払金の増加・減少
（△）額  

 △944,329

未払消費税等の増加・減少（△）額   1,409

未収消費税等の増加（△）・減少額   9,981

その他 
  

 △36,271

小計  △431,818

利息及び配当金の受取額   3,152

法人税等の支払（△）・還付額   △211,348

営業活動によるキャッシュ・フロー  △640,014

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   △390,000

定期預金の満期払戻による収入   345,000

有形固定資産の取得による支出   △702

保証金新規差入による支出   △650

投資活動によるキャッシュ・フロー  △46,353
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前年同四半期 

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

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   △143,370

財務活動によるキャッシュ・フロー  △153,134

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少
（△）額 

 △839,502

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,798,973

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期期末
残高 

 959,470
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該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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