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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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）

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 ％

22年3月期第2四半期 5,091 △5.5 456 △13.3 356 △20.8 154 △22.1
21年3月期第2四半期 5,386 ― 527 ― 450 ― 198 ―

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

22年3月期第2四半期 9.76 ―
21年3月期第2四半期 12.52 ―

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

22年3月期第2四半期 19,440 7,571 38.9 477.93
21年3月期 20,027 7,345 36.7 463.78

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,565百万円 21年3月期  7,342百万円

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
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

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00
22年3月期 

（予想）
― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 10,100 △5.2 900 △12.3 630 △25.5 280 ― 17.69
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結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（四半期連結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. その他をご覧下さい。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料の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、実際の業績は今後さまざまな要素により、これら業績予想と
異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 15,876,010株 21年3月期  15,876,010株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  45,655株 21年3月期  44,570株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 15,830,697株 21年3月期第2四半期 15,843,068株
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 当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨秋以降のリーマン・ショックから今年1～3月期を境

に政府が事実上の「景気底打ち」を宣言するに至りましたが、モノやサービスの価格が軒並み下がることと

なり、デフレへの懸念が強まってきました。今回の物価下落は多種多様な分野に広がってきており、その影

響もあって企業の収益環境は以前にも増して厳しくなってきております。  

 今後、内需の柱である個人消費と設備投資が長期低迷する恐れも出てきており、先行きについては依然と

して、不透明な状況が続くものと思われます。  

 このような状況の下、当社グループは、荷主企業に対して物流の合理化の提案をまず第一に考え、情報ネ

ットワークの活用や保管、流通加工、配送が一体となった効率的なサービスを展開し、一方ではコストの削

減に取組むなど経営全般にわたり積極的に諸政策を講じてきました。しかしながら、厳しくなった企業の収

益環境の影響により、荷動きが低迷することとなり、当社グループにもおいても当期の事業環境は厳しいも

のとなりました。  

 この結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は50億9千1百万円となり、前連結累計期間と比べ2億9千5

百万円（5.5％）の減収となりました。営業原価は41億9千6百万円となり、前連結累計期間に比べ2億2百万

円（4.6％）減少し、販売費及び一般管理費は4億3千7百万円となって2千2百万円（4.9％）減少しました。

これにより、営業利益は4億5千6百万円となり、前連結累計期間に比べ7千万円（13.3％）の減益となり、経

常利益は3億5千6百万円と前連結累計期間に比べ9千3百万円（20.8％）の減益となりました。特別損失にソ

フトウェア仮勘定除却損を3千1百万円、固定資産処分損を3千1百万円計上しましたので、当四半期純利益は

1億5千4百万円となって、前連結累計期間に比べ4千3百万円（22.1％）の減益となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。  

  

(1)倉庫業 

 輸入雑貨、医療機器などの取扱が増加した反面、米・大豆、オートバイ部品等の取扱が減少しましたの

で、保管料収入が減少しました。また、当連結累計期間よりこれまでの倉庫事業グループから不動産賃貸事

業グループに変更した営業倉庫物件の営業収益が、これまでの保管料収入から賃貸料収入へと変更されるこ

とになったこともあって、外部顧客に対する営業収益は26億6百万円となり、前連結累計期間に比べ2億3千7

百万円（8.4％）の減収となりました。コスト面では下払費用や減価償却費、さらに上記の事業グループの

変更による営業費用の減少に加え、本社費用の配賦基準の見直しにより営業費用が減少しましたが、当連結

累計期間は3百万円の営業損失となりました。（前連結累計期間は1億1百万円の営業利益） 

  

(2)運送業 

 当連結累計期間は、販売促進用品などの取扱が増加しましたが、機械類の配送やエア・カーゴの取扱が減

少しましたので、運送料収入が減少しました。これにより外部顧客に対する営業収益は18億1千8百万円とな

り、前連結累計期間に比べ1億8千5百万円（9.3％）の減収となりました。また、コスト面では賃借使用料が

増加しましたが、運送費や人件費、減価償却費が減少しましたので、営業利益は7千3百万円となり、前連結

累計期間に比べ3千万円（29.6％）の減益となりました。 

  

(3)不動産賃貸業 

 契約終了によるテナントの退去、駐車場の個人契約者の減少により、賃貸料収入が減少しました。しか

し、当連結累計期間より倉庫事業グループから不動産賃貸事業グループに変更した営業倉庫物件の営業収益

が、保管料収入から賃貸料収入へと変更されることになったことにより、外部顧客に対する営業収益は5億4

千4百万円となり、前連結累計期間に比べ1億1千8百万円（27.8％）の増収となりました。コスト面では減価

償却費や上記の事業グループの変更による営業費用の増加に加えて、本社費用の配賦基準の見直しにより営

業費用が増加しましたが、営業利益は3億5千9百万円となり、前連結累計期間に比べ5千4百万円（17.9％）

の増益となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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(4)その他の事業 

 ゴルフ練習場の利用客が前年を上回りましたので、外部顧客に対する営業収益は1億2千1百万円となり、

前連結累計期間に比べ9百万円（8.8％）の増収となり、営業利益は2千7百万円となり前連結累計期間に比べ

1千1百万円（67.7％）の増益となりました。 

  

（資産）  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて14.3％減少し、34億5千1百万円となりました。これは、現金及び

預金が1億3千8百万円、有価証券が2億9千9百万円減少したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、159億8千9百万円となりました。これは、土地の購

入によって１億2千9百万円、投資有価証券の時価の上昇によって1億7千4百万円それぞれ増加しましたが、

建物及び構築物が2億7千4百万円減少したことなどによります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.9％減少し、194億4千万円となりました。  

  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて23.9％減少し、27億8千6百万円となりました。これは1年内償還

予定の社債6億円を返済し、また、短期借入金が1億4千8百万円減少したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.7％増加し、90億8千2百万円となりました。これは、社債が2億

円増加し、長期借入金が1億5千3百万円減少したことなどによります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.4％減少し、118億6千9百万円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.1％増加し、75億7千1百万円となりました。これは、その他

有価証券評価差額金が1億1千6百万円増加したことなどによります。 

  

今後の見通しにつきましては当面の間、国内の物流量の大幅な伸びが期待できない中、同業者間の競争激

化の状況となり、ますます厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

このような状況を踏まえ、当期（平成22年3月期）の業績見通しにつきましては、営業収益及び営業利益

は平成21年5月15日の公表値を変更しておりませんが、持分法による投資損失の計上やソフトウェア仮勘定

除却損などの特別損失の発生などで、経常利益は当初の予想に対し2千万円減の6億3千万円、当期純利益は4

千万円減の2億8千万円を見込んでおり、前回予想を下回る見込みであります。 

  
  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

本社費用の配分方法の変更 

倉庫建物の再編方針に基づく営業倉庫物件の一部の管理区分の変更等により、営業利益面での不動産賃

貸業セグメントの重要性が増し、経営管理上、倉庫業セグメントと不動産賃貸業セグメントの事業効率を

より公正、かつ、適正に把握するため、当第1四半期連結会計期間より本社費用の配賦基準を見直してお

ります。これによる損益に与える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響は【定性的情報・財務諸表等】5. 【四半期連結財務諸表】(4) セ

グメント情報に記載しております。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,478,969 1,617,184

受取手形及び売掛金 898,463 1,034,529

有価証券 911,171 1,210,541

繰延税金資産 100,243 106,069

その他 73,735 69,095

貸倒引当金 △11,120 △7,965

流動資産合計 3,451,461 4,029,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,884,792 8,159,786

機械装置及び運搬具（純額） 348,599 382,137

工具、器具及び備品（純額） 96,363 109,410

土地 4,911,492 4,781,623

リース資産（純額） 53,415 －

有形固定資産合計 13,294,664 13,432,958

無形固定資産   

借地権 295,290 295,290

その他 28,294 50,968

無形固定資産合計 323,584 346,258

投資その他の資産   

投資有価証券 1,956,079 1,781,256

繰延税金資産 89,373 103,790

その他 349,891 357,951

貸倒引当金 △24,547 △24,547

投資その他の資産合計 2,370,797 2,218,450

固定資産合計 15,989,046 15,997,668

資産合計 19,440,507 20,027,123

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 346,293 623,942

短期借入金 1,822,528 1,970,860

1年内償還予定の社債 － 600,000

未払金 20,396 17,680

リース債務 11,403 －

未払法人税等 90,189 106,950

未払消費税等 30,833 46,224

賞与引当金 173,770 176,258

未払費用 194,411 －

その他 96,517 117,617

流動負債合計 2,786,343 3,659,533
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

社債 500,000 300,000

長期借入金 7,526,752 7,680,700

長期預り金 236,400 236,400

繰延税金負債 186,480 76,938

長期未払金 － 14,078

退職給付引当金 483,099 532,252

役員退職慰労引当金 105,450 181,675

リース債務 44,682 －

固定負債合計 9,082,865 9,022,045

負債合計 11,869,209 12,681,579

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,539,731 2,539,731

資本剰余金 2,314,681 2,314,681

利益剰余金 2,489,721 2,382,666

自己株式 △13,800 △13,590

株主資本合計 7,330,334 7,223,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 235,526 118,793

評価・換算差額等合計 235,526 118,793

新株予約権 5,437 3,262

純資産合計 7,571,298 7,345,543

負債純資産合計 19,440,507 20,027,123
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 5,386,491 5,091,091

営業原価 4,398,971 4,196,363

営業総利益 987,519 894,727

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 254,853 238,376

その他 205,517 199,368

販売費及び一般管理費合計 460,370 437,744

営業利益 527,149 456,982

営業外収益   

受取利息 3,449 1,615

受取配当金 21,865 15,681

社宅使用料 11,332 11,370

持分法による投資利益 11,624 －

その他 13,566 15,709

営業外収益合計 61,838 44,375

営業外費用   

支払利息 121,625 113,006

持分法による投資損失 － 6,109

その他 16,862 25,549

営業外費用合計 138,488 144,664

経常利益 450,499 356,693

特別損失   

固定資産処分損 － 31,358

投資有価証券評価損 33,197 －

ゴルフ会員権評価損 16,802 －

ソフトウエア仮勘定除却損 － 31,700

特別損失合計 49,999 63,058

税金等調整前四半期純利益 400,499 293,635

法人税、住民税及び事業税 153,152 74,125

法人税等調整額 48,994 64,944

法人税等合計 202,146 139,070

四半期純利益 198,352 154,565
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当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) 

 該当事項はありません。 

  

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日) 

  

 
 (注) 1.事業区分の方法 

      当社の事業区分の方法は事業の種類、性質に応じて区分している。 

     2.各事業の主要内容 

        ① 倉庫業    ………… 倉庫業者の営む貨物保管、荷役荷捌及びこれに付随す 

                                           る業務      

        ② 運送業    ………… 貨物自動車運送事業者の営む貨物自動車運送及びこれ 

                                           に付随する業務 

        ③ 不動産賃貸業 ………… 土地、家屋等の賃貸及び駐車場業 

        ④ その他の事業 ………… ゴルフ練習場業 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) 

  

 
 (注) 1.事業区分の方法 

      当社の事業区分の方法は事業の種類、性質に応じて区分している。 

     2.各事業の主要内容      

        ① 倉庫業    ………… 倉庫業者の営む貨物保管、荷役荷捌及びこれに付随す 

                      る業務 

        ② 運送業    ………… 貨物自動車運送事業者の営む貨物自動車運送及びこれ 

                      に付随する業務 

        ③ 不動産賃貸業 ………… 土地、家屋等の賃貸及び駐車場業 

        ④ その他の事業 ………… ゴルフ練習場業 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

倉庫業 
(千円)

運送業 
(千円)

不動産賃貸業
(千円)

その他の事業
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

営 業 収 益

 (1)外部顧客に対する 
    営業収益

2,844,087 2,004,561 426,372 111,470 5,386,491 ― 5,386,491

 (2)セグメント間の内部 
    営業収益又は振替高

17,910 761,026 83,418 23,283 885,639 ( 885,639 ) ―

計 2,861,997 2,765,588 509,791 134,753 6,272,130 ( 885,639 ) 5,386,491

営 業 利 益 101,716 103,783 305,382 16,267 527,149 ― 527,149

倉庫業 
(千円)

運送業 
(千円)

不動産賃貸業
(千円)

その他の事業
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

営 業 収 益

 (1)外部顧客に対する 
  営業収益

2,606,357 1,818,644 544,817 121,271 5,091,091 ─ 5,091,091

 (2)セグメント間の内部 
  営業収益又は振替高

15,228 686,050 83,418 23,283 807,980 ( 807,980 ) ─

計 2,621,585 2,504,695 628,236 144,554 5,899,072 ( 807,980 ) 5,091,091

営業利益又は営業損失
（△）

△3,302 73,070 359,928 27,286 456,982 ─ 456,982
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     3.【定性的情報・財務諸表等】4.その他 (3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・ 

    手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間より本社費用の配賦基準 

    を見直しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第2四半期連結累計期 

    間における倉庫業セグメントの営業利益が19,636千円増加し、不動産賃貸業セグメントの営 

    業利益が同額減少しております。 

  

（追加情報） 

 従来、倉庫業セグメントに計上していた大阪港営業所及び厚木営業所における営業倉庫物件の一部につ

いて、倉庫建物の再編方針に基づく営業倉庫の登録の抹消により、不動産賃貸業における単一の事業単位

となったため、当第1四半期連結会計期間より不動産賃貸業セグメントに計上しております。これにより、

倉庫業セグメントにおける営業収益及び営業利益がそれぞれ162,210千円及び101,409千円減少し、不動産

賃貸業セグメントにおける営業収益及び営業利益がそれぞれ同額増加しております。 

  

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日) 

 在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) 

 在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日) 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) 

   海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) 

 該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

-9-

㈱杉村倉庫　（９３０７）　平成２２年３月期　第２四半期決算短信




