
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

   

  
  

 

   

  
  

 

 

 

   

平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年８月５日

上 場 会 社 名 三和倉庫株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 9320 URL http://www.sanwasoko.co.jp

代  表  者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 鷹見 伸佳
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 山本  聡 (TEL) 03-3578-3001

四半期報告書提出予定日 平成25年８月５日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無  

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

営業収益 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１四半期 1,329 △3.1 84 △27.0 94 △25.3 56 △19.4
25年３月期第１四半期 1,372 0.1 116 △8.0 126 △6.0 69 △9.1

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 60百万円( △3.0％) 25年３月期第１四半期 62百万円(△18.8％)

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１四半期 3.39 －
25年３月期第１四半期 4.20 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 8,934 7,350 82.3
25年３月期 8,826 7,347 83.2

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 7,350百万円 25年３月期 7,347百万円

２．配当の状況

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 － 3.50 － 3.50 7.00
26年３月期 －

26年３月期(予想) 3.50 － 3.50 7.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

営業収益 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) 2,660 △1.3 200 △15.2 210 △15.8 120 △13.9 7.22
通期 5,300 0.9 410 4.1 420 2.4 240 3.0 14.44

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

     

     

   

 
  
  

     

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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

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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注)第１四半期より耐用年数の変更を行っており、「会計上の見積りの変更」に該当しております。詳細は、添
付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変
更・修正再表示をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 16,674,000株 25年３月期 16,674,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 56,113株 25年３月期 56,033株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 16,617,907株 25年３月期１Ｑ 16,621,223株

※ 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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※ 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及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び業績予想のご利用にあたっ
ての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ
い。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済対策や金融政策などによる株価

の回復や円安を背景に、明るい兆しがみられるものの、欧州経済の停滞、新興国の景気減速懸念など、

先行き不透明な状況で推移いたしました。 
物流業界におきましては、荷動きは依然として低水準で推移し、厳しい状況が続きました。 
このような中で、当社グループは積極的な営業活動を行うとともに、経費の節減に取り組んでまいり

ましたが、保管残高の減少や荷動きの低迷が続きました。 
以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は 1,329 百万円(前年同期比 3.1％減)、営業利益は

84 百万円(前年同期比 27.0％減)、経常利益は 94 百万円(前年同期比 25.3％減)、四半期純利益は 56 百万

円(前年同期比 19.4％減)となりました。 
 
セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  物流事業 
保管残高の減少や荷動きの低迷などにより倉庫業、運送業、作業ともに減収となり、営業収益は 1,224

百万円（前年同期比 3.1％減）となりました。 
保険代理業 
火災保険や自動車保険の契約などにより、営業収益は 60 百万円（前年同期比 8.9％減）となりました。 

     その他 
   リース業などにより、営業収益は 44 百万円（前年同期比 7.6％増）となりました。 
    
（２）財政状態に関する説明 
   当第１四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ 108 百万円増加の 8,934 百万円と

なりました。主な要因は、「現金及び預金」や「無形固定資産」の増加であります。 
   負債合計は前連結会計年度末に比べ 105 百万円増加の 1,584 百万円となりました。主な要因は、「未払

金」や「賞与引当金」の増加であります。 
   純資産合計は前連結会計年度末に比べ 2百万円増加の 7,350 百万円となりました。 
   
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

    平成 25 年５月 14 日に公表しました第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はあり

ません。 
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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 
   （会計上の見積りの変更） 

当社の連結子会社は、一部の車両及び運搬具について、より一層の安全性確保のため資産管理区分を

細分化したことを契機として、当該管理区分毎の資産の使用実績等を踏まえて、耐用年数の変更を行っ

ております。 
この変更に伴い、従来の耐用年数によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 2,632 千円増加しております。 
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,338,057 1,413,597

営業未収金 647,059 617,178

リース投資資産 141,194 142,627

その他 145,028 184,066

貸倒引当金 △2,100 △2,100

流動資産合計 2,269,239 2,355,370

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,400,110 1,374,044

土地 3,932,903 3,932,903

その他（純額） 446,960 450,801

有形固定資産合計 5,779,974 5,757,749

無形固定資産 146,438 174,833

投資その他の資産 631,085 646,821

固定資産合計 6,557,498 6,579,404

資産合計 8,826,738 8,934,775

負債の部   

流動負債   

営業未払金 289,470 282,893

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 38,500 54,000

賞与引当金 134,577 212,680

その他 197,026 246,670

流動負債合計 1,009,573 1,146,244

固定負債   

退職給付引当金 320,003 300,664

その他 149,231 137,697

固定負債合計 469,235 438,362

負債合計 1,478,808 1,584,606

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,831,000 1,831,000

資本剰余金 1,516,580 1,516,580

利益剰余金 3,974,444 3,972,547

自己株式 △13,000 △13,019

株主資本合計 7,309,023 7,307,107

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 38,906 43,060

その他の包括利益累計額合計 38,906 43,060

純資産合計 7,347,929 7,350,168

負債純資産合計 8,826,738 8,934,775
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益 1,372,091 1,329,875

営業費用 1,117,846 1,111,492

営業総利益 254,244 218,382

販売費及び一般管理費   

一般管理費 137,829 133,452

販売費及び一般管理費合計 137,829 133,452

営業利益 116,415 84,930

営業外収益   

受取利息 44 44

受取配当金 7,545 7,042

補助金収入 3,250 2,100

その他 847 1,144

営業外収益合計 11,687 10,331

営業外費用   

支払利息 696 668

その他 798 12

営業外費用合計 1,494 680

経常利益 126,608 94,580

特別損失   

会員権評価損 5,154 －

特別損失合計 5,154 －

税金等調整前四半期純利益 121,454 94,580

法人税、住民税及び事業税 67,202 51,490

法人税等調整額 △15,550 △13,176

法人税等合計 51,652 38,314

少数株主損益調整前四半期純利益 69,802 56,266

四半期純利益 69,802 56,266
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 69,802 56,266

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,503 4,154

その他の包括利益合計 △7,503 4,154

四半期包括利益 62,298 60,420

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 62,298 60,420

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。 
 
   （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。 
 
   （セグメント情報等） 

【セグメント情報】 
前第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) 

  報告セグメントごとの営業収益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 
 

その他 
(注1) 

 

合計 
 

調整額 
(注2) 

四半期連結損益

計算書計上額 

(注3) 物流事業 保険代理業 計 

営業収益 

外部顧客に対する営業収益 

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は振替高 

 
1,263,844 

― 

 
66,807

―

 
1,330,651

―

 
41,439

7,205

 
1,372,091 

7,205 

 
― 

△7,205 

 
1,372,091

―

計 1,263,844 66,807 1,330,651 48,644 1,379,296 △7,205 1,372,091

セグメント利益 177,713 40,695 218,409 9,080 227,489 △111,074 116,415

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース業、不動産賃貸業等を含んでおります。 
２．セグメント利益の調整額△111,074千円は、セグメント間取引消去2,971千円、各報告セグメントに配分していない全社

費用△114,045千円が含まれております。全社費用は、主に親会社の管理部門に係る費用であります。 
３．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。 

 
当第１四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 

  １．報告セグメントごとの営業収益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 
 

その他 
(注1) 

 

合計 
 

調整額 
(注2) 

四半期連結損益

計算書計上額 

(注3) 物流事業 保険代理業 計 

営業収益 

外部顧客に対する営業収益 

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は振替高 

 
1,224,406 

― 

 
60,882

―

 
1,285,288

―

 
44,586

7,674

 
1,329,875 

7,674 

 
― 

△7,674 

 
1,329,875

―

計 1,224,406 60,882 1,285,288 52,261 1,337,549 △7,674 1,329,875

セグメント利益 150,447 32,780 183,228 10,103 193,332 △108,401 84,930

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース業、不動産賃貸業等を含んでおります。 
２．セグメント利益の調整額△108,401千円は、セグメント間取引消去2,991千円、各報告セグメントに配分していない全社

費用△111,393千円が含まれております。全社費用は、主に親会社の管理部門に係る費用であります。 
３．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。 
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 
   （会計上の見積りの変更）  

当社の連結子会社は、一部の車両及び運搬具について、より一層の安全性確保のため資産管理区分を細分化したことを契

機として、当該管理区分毎の資産の使用実績等を踏まえて、耐用年数の変更を行っております。 
     この変更に伴い、従来の耐用年数によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の「物流事業」のセグメント利益が2,632

千円増加しております。 
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