
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 杉村倉庫 上場取引所 大 
コード番号 9307 URL http://www.sugimura-wh.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 山下 仁孝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 安西 史朗 TEL 06-6571-1221
定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月30日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月29日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 10,309 △3.2 948 △7.5 724 △14.3 364 ―
21年3月期 10,652 △6.4 1,026 2.0 846 2.0 △64 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 23.00 ― 4.8 3.7 9.2
21年3月期 △4.08 ― △0.9 4.1 9.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △53百万円 21年3月期  12百万円

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 19,417 7,688 39.6 485.46
21年3月期 20,027 7,345 36.7 463.78

（参考） 自己資本   22年3月期  7,681百万円 21年3月期  7,342百万円

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

22年3月期 1,157 △276 △1,111 2,593
21年3月期 1,169 △315 △574 2,824

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 95 ― 1.3
22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 94 26.1 1.3
23年3月期 

（予想） ― 3.00 ― 3.00 6.00 28.1

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

5,000 △1.8 393 △14.0 320 △10.3 188 21.6 11.88

通期 10,200 △1.1 850 △10.4 665 △8.3 338 △7.2 21.36
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔(注) 詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

〔(注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「1株当たり情報」をご覧ください。〕 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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 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  53,212株 21年3月期  44,570株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 6,521 △2.4 725 △8.5 533 △10.4 279 ―
21年3月期 6,679 △7.2 793 △7.4 594 △7.2 △183 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

22年3月期 17.66 ―
21年3月期 △11.61 ―

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 17,625 6,572 37.3 414.81
21年3月期 18,218 6,325 34.7 399.24

（参考） 自己資本 22年3月期  6,565百万円 21年3月期  6,322百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 

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 
累計期間 3,050 △6.0 300 △16.3 220 △14.5 135 28.2 8.53

通期 6,200 △4.9 650 △10.5 445 △16.5 218 △22.0 13.77
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当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国経済の拡大を受けた輸出が増加し、国内の設備投資計

画も次第に下げ止まり感が出てきました。しかし、経済活動の水準は依然として低いままで、国内の需

要不足は解消しきれず、デフレ状態が続いております。雇用情勢の改善も遅れたままで、景気の二番底

懸念は徐々に薄らいできているものの、企業の収益環境は引続き先行き不透明な状態が予想されます。 

 このような状況下、当社グループは、荷主企業に対して物流の合理化の提案及び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により、当社グループにおいても当連結会計年度の事業環境は

厳しいものとなりました。  

 この結果、当連結会計年度の営業収益は103億9百万円となり、前連結会計年度と比べ3億4千3百万円

（3.2％）の減収となりました。営業原価は84億8千1百万円となり、前連結会計年度に比べ2億2千万円

（2.5％）減少し、販売費及び一般管理費は8億7千8百万円となって4千5百万円（4.9％）減少しまし

た。これにより、営業利益は9億4千8百万円となり、前連結会計年度に比べ7千7百万円（7.5％）の減益

となり、経常利益は7億2千4百万円と前連結会計年度に比べ1億2千1百万円（14.3％）の減益となりまし

た。特別損失に固定資産処分損を3千1百万円、ソフトウェア仮勘定除却損を3千1百万円計上しましたの

で、当期純利益は3億6千4百万円となりました（前連結会計年度は6千4百万円の当期純損失）。  

  

 各事業別の状況は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、機械類、米、大豆、オートバイ部品等の取扱が減少

し、保管料収入が減少しました。また、当連結会計年度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、これまでの保管料収入から賃貸料収入へと変更されたこと

もあって、外部顧客に対する営業収益は52億2千7百万円となり、前連結会計年度に比べ4億1千4百万円

（7.3％）の減収となりました。コスト面では運送費や減価償却費、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る営業費用の減少もありましたが、荷

役荷捌費が増加し、当連結会計年度は1百万円の営業損失となりました。（前連結会計年度は1億9千6百

万円の営業利益）  

  

② 運送業  

 当連結会計年度は、販売促進用品などの取扱や事務所の移転作業などが増加しましたが、機械類の配

送や航空貨物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37億5千6百万円となり、前連結会計年度に比べ1億8千7百万円（4.8％）の減収となりました。

また、コスト面では運送費や人件費、減価償却費は減少しましたが、賃借使用料が増加しましたので営

業利益は1億8千万円となり、前連結会計年度に比べ2千5百万円（12.5％）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などにより、賃貸料収入が減少しました。しかし、当連結会計年度よ

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たこともあって、外部顧客に対する営業収益は10億9千5百万円となり、前連

結会計年度に比べ2億4千8百万円（29.4％）の増収となりました。コスト面では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る営業費用の増加もありましたが、営

業利益は7億2千7百万円となり、前連結会計年度に比べ1億2千8百万円（21.5％）の増益となりました。 

  

④ その他の事業  

 ゴルフ練習場の利用客が前年同期を上回りましたので、外部顧客に対する営業収益は2億3千万円とな

り、前連結会計年度に比べ9百万円（4.1％）の増収となりました。コスト面では人件費が減少しました

ので、営業利益は4千2百万円となり、前連結会計年度に比べ1千6百万円（65.9％）の増益となりまし

た。  

  

 今後につきましては、景気について徐々に明るい兆しが見えてきているとはいえ、依然としてその下

振れリスクも懸念されております。倉庫運送業界においても、荷主企業からのより一層の合理化要請を

受けて、事業環境は厳しく難しい対応を迫られるものと思われます。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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平成23年3月期の通期業績につきましては、現時点では営業収益102億円、経常利益6億6千5百万円、

当期純利益3億3千8百万円を予測しております。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.2％減少し、38億6千万円となりました。これは、現金及び

預金が7千9百万円、有価証券が1億5千万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2.8％減少し、155億5千6百万円となりました。これは、土地

が１億3千2百万円、投資有価証券が5千5百万円増加したのに対し、建物及び構築物が5億6千万円、機械

装置及び運搬具が5千5百万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3.0％減少し、194億1千7百万円となりました。  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて22.2％減少し、28億4千6百万円となりました。これは1年内

償還予定の社債6億円が減少し、1年内返済予定の長期借入金が2億6千2百万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1.5％減少し、88億8千2百万円となりました。これは、社債

が2億円増加したのに対し、長期借入金が3億4千万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7.5％減少し、117億2千8百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.7％増加し、76億8千8百万円となりました。これは、利

益剰余金が2億6千9百万円、その他有価証券評価差額金が7千1百万円増加したことなどによります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて

2億3千万円減少し、当連結会計年度末には25億9千3百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は11億5千7百万円（前連結会計年度比1.0％減）となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益6億6千1百万円、減価償却費7億5千1百万円であり、支出

の主な内訳は利息の支払額2億1千9百万円、法人税の支払額2億4百万円等であります。 

（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2億7千6百万円（前連結会計年度比12.4％減）となりました。 

 これは、主に有形固定資産の取得による支出2億7千1百万円等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11億1千1百万円（前連結会計年度比93.6％増）となりました。 

 これは、主に長期借入れによる収入11億5千万円等に対し、長期借入金の返済による支出17億5千3百

万円、社債の償還による支出6億円等によるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注) 自己資本比率： 自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額／総資産 

   キャッシュフロー対有利子負債比率： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ： キャッシュ・フロー／利払い 

  

※ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

(2) 財政状態に関する分析

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率（％） 36.8 33.3 35.9 36.7 39.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

32.7 27.5 21.4 15.7 13.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

7.8 11.4 7.3 9.0 8.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

6.2 4.7 5.8 4.8 5.3
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※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。 

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払って

いる全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算

書の利息の支払額を使用しております。 

  

当社の主たる事業である倉庫業は設備の増強、維持更新に多額の投資が必要とされます。多様化する

物流ニーズに対応するため、安定的な事業基盤の下、健全な財務体質を維持して利益を確保し、株主の

皆様のご期待にそうべく努力をしてまいりたいと考えております。 

 株主配当金につきましては、昨年12月に1株につき3円の中間配当を実施しましたが、期末配当金は1

株につき3円とさせていただく予定であります。 

 次期の配当金につきましては、当期と同様1株当たり年6円とさせていただく予定であります。 

  

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあると考えられる主なリスク

には次のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当期末（平成22年3月31

日）現在において判断したものであります。 

① 取引関係 

当社グループの主要な事業である倉庫業、運送業等は、景気の変動はもとより、顧客の経営活動

に影響され、主要顧客の物流政策の変更によっては収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 当社グループの事業は競合する同業者が多く、たえず競争に晒されており、競争の結果顧客を失

う悪影響を受ける可能性があります。 

② 生産量の影響 

当社の取扱貨物に米穀、生鮮野菜等農産品があります。これらは、その年の気象状況によって生

産量が変動します。異常気象は当社の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③ 信用維持 

倉庫業、運送業として他社の物品を保管、運送するには信用が不可欠であり、役職員が正確な事

務を怠ること、もしくは事故、不正等を起こすこと、またはシステムが正常に機能しないことによ

り悪影響を受ける可能性があります。これらに対し、さまざまな発生防止策等は講じてはいますが

皆無の保証はありません。 

④ 設備の状況 

電気、機械装置、車両等これらに係る事故による影響を完全に防止できる保証はなく、これらの

事故が発生した場合営業能力の低下をもたらすリスクがあります。 

⑤ 公的規制 

倉庫業、貨物自動車運送事業等はそれぞれ関連法規による規制を受けており、近年ではトラック

のディーゼル排ガス規制等環境に係る規制も強化されています。これらの法令規制の変更・強化が

コストの増加につながり、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 借入金と金利動向 

現在取引銀行との関係は友好的に推移しており、金利も低水準であります。しかし、金融不安の

再燃、インフレなど問題が起これば当社は資金調達に影響を受けることもあり、また、金利の上昇

は業績に悪影響を及ぼすリスクがあります。 

⑦ 市場価格 

土地、建物、有価証券等、当社の有する資産は市場価格変動の影響を受け損失を被る可能性があ

ります。 

⑧ 台風、地震等による災害 

地震、台風、津波等自然現象による災害は、装置産業である当社グループの営業の再開に時間と

費用を要し、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 港湾、道路損傷等地域の受ける大災害は貨物の流れに変化を与え、過去からの立地的・歴史的優

位性を大きく失う可能性があります。 

  

該当事項はありません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループは、当社、その他の関係会社、子会社3社及び関連会社1社で構成され、物流に関する業

務、すなわち貨物保管・荷役荷捌等を行う倉庫業及び貨物自動車運送等を行う運送業を中心として、土

地・家屋・駐車場等の賃貸を行う不動産賃貸業とゴルフ練習場等のサービス業務(その他の事業)を行って

おります。 

倉庫業については、当社は得意先から受託した貨物の保管業務を行っております。杉村物流サービス㈱

は、阪神地区で当社倉庫の保管貨物の梱包作業及び流通加工業務を行っております。 

運送業は杉村運輸㈱が阪神地区及び関東地区で自動車運送事業を行っております。当社は、自動車利用

運送事業を行い、その一部について杉村運輸㈱に運送の委託をしております。 

なお、関連会社の近畿港運㈱は、港湾運送事業を行っており、当社は同社からの受寄物の荷捌業務を行

うと共に当社受寄物のコンテナー運送を委託しております。 

不動産賃貸業務については、当社が土地、建物等の貸付けを行っており、その一部を杉村興産㈱に貸付

けております。同社は、その施設を利用して駐車場業務を行っております。 

その他サービス業務として、杉村興産㈱が、当社より賃借している施設を利用してゴルフ練習場業を営

んでおります。 

  

以上の当社グループの事業内容は事業の種類別セグメント情報における事業区分と同一であり、図示す

れば次のとおりであります。 

  

 

2. 企業集団の状況
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当社グループは、倉庫業、運送業、不動産賃貸業等を営んでおります。その中心となる当社は、1919

年設立以来、阪神地区で海陸一貫の物流業務を行っており、現在では首都圏でも倉庫保管や陸上運送を

中心とした様々なサービスを提供しております。当社の将来を決定するのは、お客様であると考えてお

ります。常に顧客のニーズを先取りし、これに応えて行く「顧客思想の企業体質」を心がけ、物流業界

において業務を展開して行くことを基本理念としています。そして、顧客の当社に対する信頼の結果と

して得られる収益を、社会、株主、従業員に還元して行きたいと考えております。 

  

当社の主たる事業である倉庫業は、装置産業であると共に公共性の高い業種であります。物流業者と

して社会に貢献し、多様化する物流ニーズに対応して行くには、設備の増強、維持更新等が不可欠であ

ります。事業展開の中で財務体質の強化等に意を用いながら安定的に利益を確保し、株主の皆様のご期

待にそうべく努力をして行きたいと考えております。 

  

景気の低迷によって企業収益が悪化し、個人消費も伸び悩む中、荷主企業にとっては、ますます低廉

で高品質の物流サービスが必要とされることが見込まれます。 

当社グループは多様化するニーズに的確に対応し、グループ各社の営業力の有効活用、事業施設の見

直し、人員の適正配置、事務作業の効率化を図ります。また、当社の経営資源のひとつである土地建物

の有効利用について検討し、経営基盤の強化に努めて業績の確保に全力を尽くす所存であります。 

  

現状のデフレ状態の進行は物流コストの削減を招くこととなっており、物流サービスに対する収益性

は、益々悪化の一途をたどっております。当社グループは、公共性の高い業種としての社会的使命を担

っており、高品質のサービスを供給するためには、安定した収益性を堅持する必要があります。そのた

めに人材の確保、育成をまず第一に考え、人的資源の充実を図ると共に、サービスを特化させて競争力

を蓄えることが、事業基盤を強化する上での 重要課題だと認識しております。           

また、今後も荷役荷捌能力の増強のために積極的な設備の更新を行うと共に低公害車、天然ガス車の

導入などにより環境対策へ取組んでまいります。そして、コスト管理の徹底と有利子負債の削減により

財務の健全化を図り、収益率の向上をめざす所存であります。さらに、コーポレート・ガバナンス体制

の充実及びコンプライアンス、リスク管理など内部統制体制の整備を図り、企業の社会的責任（ＣＳ

Ｒ）の推進に努め、荷主様を始め、株主の皆様のご期待にこたえてまいる所存であります。 

  

該当事項はありません。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,617,184 1,537,321

受取手形及び売掛金 1,034,529 1,102,515

有価証券 ※1 1,210,541 ※1 1,059,569

繰延税金資産 106,069 107,472

その他 69,095 62,576

貸倒引当金 △7,965 △8,599

流動資産合計 4,029,455 3,860,855

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,159,786 7,599,291

機械装置及び運搬具（純額） 382,137 326,372

工具、器具及び備品（純額） 109,410 84,167

土地 4,781,623 4,913,971

リース資産（純額） － 47,985

建設仮勘定 － 4,830

有形固定資産合計 ※1, ※2 13,432,958 ※1, ※2 12,976,618

無形固定資産

借地権 295,290 295,290

その他 50,968 25,841

無形固定資産合計 346,258 321,131

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 1,781,256 ※1 1,836,938

繰延税金資産 103,790 93,511

その他 357,951 352,608

貸倒引当金 △24,547 △24,547

投資その他の資産合計 2,218,450 2,258,511

固定資産合計 15,997,668 15,556,261

資産合計 20,027,123 19,417,116

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 623,942 447,249

短期借入金 ※1 1,970,860 ※1 300,000

1年内償還予定の社債 600,000 －

1年内返済予定の長期借入金 － ※1 1,408,688

未払金 17,680 16,743

リース債務 － 11,403

未払法人税等 106,950 157,610

未払消費税等 46,224 29,800

賞与引当金 176,258 164,306

未払費用 － 203,826

その他 117,617 106,393

流動負債合計 3,659,533 2,846,020
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

固定負債

社債 300,000 500,000

長期借入金 ※1 7,680,700 ※1 7,339,738

長期預り金 236,400 236,400

繰延税金負債 76,938 147,384

長期未払金 14,078 －

退職給付引当金 532,252 500,635

役員退職慰労引当金 181,675 119,747

リース債務 － 38,980

固定負債合計 9,022,045 8,882,885

負債合計 12,681,579 11,728,905

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 2,382,666 2,651,677

自己株式 △13,590 △15,020

株主資本合計 7,223,488 7,491,069

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 118,793 190,316

評価・換算差額等合計 118,793 190,316

新株予約権 3,262 6,825

純資産合計 7,345,543 7,688,211

負債純資産合計 20,027,123 19,417,116
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益 10,652,852 10,309,210

営業原価 8,702,699 8,481,985

営業総利益 1,950,153 1,827,225

販売費及び一般管理費

給料及び手当 506,001 461,786

その他 417,972 416,677

販売費及び一般管理費合計 923,974 878,464

営業利益 1,026,179 948,760

営業外収益

受取利息 5,452 2,412

受取配当金 34,434 26,090

社宅使用料 22,001 22,701

持分法による投資利益 12,457 －

その他 17,717 34,454

営業外収益合計 92,062 85,660

営業外費用

支払利息 238,977 218,860

持分法による投資損失 － 53,293

その他 33,147 37,297

営業外費用合計 272,124 309,450

経常利益 846,117 724,970

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,305 －

特別利益合計 3,305 －

特別損失

固定資産処分損 － ※2 31,358

投資有価証券評価損 122,054 －

ゴルフ会員権評価損 23,520 －

ソフトウエア仮勘定除却損 － ※3 31,700

減損損失 ※1 467,135 －

特別損失合計 612,709 63,058

税金等調整前当期純利益 236,713 661,912

法人税、住民税及び事業税 245,727 259,093

法人税等調整額 55,541 38,791

法人税等合計 301,268 297,885

当期純利益又は当期純損失（△） △64,555 364,027
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,539,731 2,539,731

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,539,731 2,539,731

資本剰余金

前期末残高 2,314,681 2,314,681

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,314,681 2,314,681

利益剰余金

前期末残高 2,542,302 2,382,666

当期変動額

剰余金の配当 △95,080 △95,015

当期純利益又は当期純損失（△） △64,555 364,027

当期変動額合計 △159,636 269,011

当期末残高 2,382,666 2,651,677

自己株式

前期末残高 △10,328 △13,590

当期変動額

自己株式の取得 △3,262 △1,430

当期変動額合計 △3,262 △1,430

当期末残高 △13,590 △15,020

株主資本合計

前期末残高 7,386,386 7,223,488

当期変動額

剰余金の配当 △95,080 △95,015

当期純利益又は当期純損失（△） △64,555 364,027

自己株式の取得 △3,262 △1,430

当期変動額合計 △162,898 267,581

当期末残高 7,223,488 7,491,069

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 241,725 118,793

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△122,932 71,523

当期変動額合計 △122,932 71,523

当期末残高 118,793 190,316

評価・換算差額等合計

前期末残高 241,725 118,793

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△122,932 71,523

当期変動額合計 △122,932 71,523

当期末残高 118,793 190,316
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

新株予約権

前期末残高 － 3,262

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,262 3,562

当期変動額合計 3,262 3,562

当期末残高 3,262 6,825

純資産合計

前期末残高 7,628,112 7,345,543

当期変動額

剰余金の配当 △95,080 △95,015

当期純利益又は当期純損失（△） △64,555 364,027

自己株式の取得 △3,262 △1,430

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △119,669 75,085

当期変動額合計 △282,568 342,667

当期末残高 7,345,543 7,688,211
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 236,713 661,912

減価償却費 812,387 751,401

減損損失 467,135 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,320 634

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,478 △11,952

退職給付引当金の増減額（△は減少） △46,947 △31,617

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,642 △61,928

受取利息及び受取配当金 △39,886 △28,503

支払利息 238,977 218,860

有形固定資産除却損 4,143 40,279

有形固定資産売却損益（△は益） △463 △4,342

投資有価証券評価損益（△は益） 122,054 －

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

ゴルフ会員権評価損 23,520 －

持分法による投資損益（△は益） △12,457 53,293

ソフトウエア仮勘定除却損 － 31,700

売上債権の増減額（△は増加） 124,714 △67,985

仕入債務の増減額（△は減少） △69,909 △176,693

未払消費税等の増減額（△は減少） △79,248 △16,423

役員賞与の支払額 △33,200 －

その他 △8,247 194,206

小計 1,708,801 1,552,839

利息及び配当金の受取額 39,886 28,503

利息の支払額 △241,091 △219,253

法人税等の支払額 △338,422 △204,943

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,169,173 1,157,145

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 △297,856 △271,563

有形固定資産の売却による収入 1,471 9,839

無形固定資産の取得による支出 △23,593 △13,995

投資有価証券の取得による支出 △1,802 △1,726

投資有価証券の売却による収入 16 －

その他 6,069 982

投資活動によるキャッシュ・フロー △315,695 △276,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,700,000 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △2,175,840 △1,753,134

社債の発行による収入 － 194,382

社債の償還による支出 － △600,000

自己株式の増減額（△は増加） △3,262 △1,430

リース債務の返済による支出 － △6,911

配当金の支払額 △95,168 △94,427

財務活動によるキャッシュ・フロー △574,270 △1,111,520
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 279,207 △230,838

現金及び現金同等物の期首残高 2,545,011 2,824,219

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,824,219 ※1 2,593,380
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

1 連結の範囲に関する事項

 子会社は、杉村運輸㈱、杉村興産㈱及び杉村物流

サービス㈱の3社であり、すべて連結しておりま

す。非連結子会社はありません。

1 連結の範囲に関する事項

同左

2 持分法の適用に関する事項

 持分法適用会社は、関連会社近畿港運㈱の1社で

あり、非適用会社はありません。

2 持分法の適用に関する事項

同左

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

 当社と同一であります。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

4 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  (有価証券)

  ① 満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)

  ② その他有価証券

     時価のあるもの……期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し売却原価は移動平

均法により算定)

4 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  (有価証券)

  ① 満期保有目的の債券…同左

  ② その他有価証券

     時価のあるもの……同左

     時価のないもの……移動平均法による原価法      時価のないもの……同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  (有形固定資産(リース資産を除く))

 定率法を採用しております。ただし、平成10年4

月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)につ

いては定額法によっております。 

なお、主な資産である建物及び構築物の耐用年数は

15年～31年であります。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  (有形固定資産(リース資産を除く))

同左

  （無形固定資産(リース資産を除く))

 定額法を採用しております。なお、償却年数につ

いては、法人税法に規定する方法と同一の基準によ

っております。ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用可能期間（5

年）に基づく定額法によっております。

  （無形固定資産(リース資産を除く))

同左

  (リース資産) 

 所得権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす

る定額法によっております。  

 なお、リース取引開始日がリース取引会計基準適

用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を採用しております。

  (リース資産) 

同左 
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前連結会計年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準

  (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。

 (3) 重要な引当金の計上基準

(貸倒引当金)

同左

  (賞与引当金)

 従業員に対して支給する賞与に充てるため、将来

の支給見込額のうち当期負担額を計上しておりま

す。

(賞与引当金)

同左

  (役員賞与引当金)

─── ───

  (追加情報)

 当連結会計年度において、役員報酬全体の体系を

改めて、役員賞与を月例の報酬に一本化しておりま

す。これに伴い、当連結会計年度より役員賞与引当

金の計上を行っておりません。

  (退職給付引当金)

 従業員に支給する退職給付に充てるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の見込額に基づ

き、当連結会計年度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。また、数理計算上の

差異はその発生時の従業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数(10年)による定率法により、発生の翌連

結会計年度から処理しております。

(退職給付引当金)

 従業員に支給する退職給付に充てるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の見込額に基づ

き、当連結会計年度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。また、数理計算上の

差異はその発生時の従業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数(10年)による定率法により、発生の翌連

結会計年度から処理しております。

(会計方針の変更)

 当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その3）（企業会計基準第19号 平成

20年7月31日）を適用しております。なお、これに

よる損益への影響はありません。

  (役員退職慰労引当金)

 役員に支給する退職慰労金に充てるため、内規に

基づく期末要支給額の100％を計上しております。

  (役員退職慰労引当金)

同左

 (4) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

 金利スワップ取引について、金融商品会計基準

に定める特例処理を行っております。

 (4) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針

 変動金利の長期借入金の一部について支払利息

を固定化するために金利スワップを利用しており

ます。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針

同左

  ③ 有効性評価の方法

 当該金利スワップの想定元本、利息の受払条件

及び契約期間と変動金利の長期借入金の借入条件

との比較など、金利スワップの特例処理の適用要

件に照らして、ヘッジ有効性を評価しておりま

す。

  ③ 有効性評価の方法

同左

 (5) 消費税等の会計処理  

   税抜方式によっております。

 (5) 消費税等の会計処理

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項   

 全面時価評価法によっております。

5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手元現金、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。

6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

 リース取引に関する会計基準等の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっていたが、「リース取引に関する会計基準」(企

業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会

会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が適用

されたことに伴い、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益への影響はありません。

───

 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、当連結会計年度よ

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4. 【連結財

務諸表】(8)【連結財務諸表に関する注記事項】に記

載しております。

-17-

㈱杉村倉庫（9307）平成22年3月期決算短信



当連結会計年度(自  平成21年4月1日  至  平成22年3月31日) 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度より、勘定科目をより明瞭に表示するため、従来、買掛金に含めていた未払賃借料

等192,942千円を未払費用に計上し、流動負債の「その他」に含めていた未払費用を独立掲記してお

ります。 

なお、前連結会計年度末の買掛金に含まれている未払費用の金額は174,792千円であり、流動負債

の「その他」に含まれている未払費用は、12,515千円であります。 

  

  

 
  
  

【表示方法の変更】

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年3月31日)

当連結会計年度 
(平成22年3月31日)

※1 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。

建物 721,814千円

土地 370,142千円

計 1,091,956千円

※1 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。

建物 661,736千円

土地 370,142千円

計 1,031,879千円

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 200,000千円

長期借入金 5,140,100千円

(1年以内返済予定分含む)

計 5,340,100千円

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 200,000千円

長期借入金 4,616,150千円

(1年以内返済予定分含む)

計 4,816,150千円

   上記の担保資産の他、有価証券のうち1,999千円

及び投資有価証券のうち11,960千円を土地を賃借

している大阪市に差し入れております。

   上記の担保資産の他、有価証券のうち99千円及び

投資有価証券のうち11,864千円を土地を賃借して

いる大阪市に差し入れております。

※2 有形固定資産の減価償却累計額は14,779,471千円

であります。

※2 有形固定資産の減価償却累計額は15,016,801千円

であります。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

 

※1 減損損失

当社グループは以下の資産について減損損失を計

上しました。

用途 種類 場所 金額

賃貸不動産 土地 大阪市港区 456,755  千円

同上 建物 〃 10,380  千円

計 467,135  千円

（経緯）

 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、従来、倉庫事業の資産グループに属

していた固定資産が不動産事業の単一の事業単位

となったため、減損損失を認識しました。

（グルーピングの方法）

 管理会計上の区分を基礎にしつつ、倉庫業にお

いては、保管・物流に関する荷主のニーズを複数

の営業所で賄う特徴があることから、主要荷主を

共有する近接した営業所に地理的一体性を認めて

グルーピングしております。また、賃貸不動産に

ついては、投資の意思決定を行う際の単位を考慮

し、個別物件ごとにグルーピングしております。

（回収可能額の算定方法）

 回収可能価額は使用価値としております。使用

価値は将来キャッシュ・フロー見積額を3.6%で割

引いて算出しております。

※1          ───

 

※2 賃貸倉庫の解約による倉庫設備の除却損、撤去費

用等であります。

建物及び構築物 18,749千円

その他 11,193千円

撤去費用 1,415千円

31,358千円

※3 基幹システム再構築プロジェクトの見直しによる

ソフトウェア仮勘定の取り崩し分であります。
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1 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加の内容は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  14,690株 

  
3 新株予約権等に関する事項 

 
  
4 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 15,876,010 ― ― 15,876,010

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 29,880 14,690 ― 44,570

会社名 内訳

目的となる 目的となる株式の数（株） 当連結会計年度

株式の種類
前連結会計

増加 減少
当連結会計

末残高（千円）
年度末 年度末

提出会社

平成20年ストック・

─ ― ─ ― ─ 3,262オプションとしての

新株予約権

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会

普通株式 47,553 3 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年10月29日 
取締役会

普通株式 47,527 3 平成20年9月30日 平成20年12月9日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 47,509 3 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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1 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加の内容は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  8,642株 

  
3 新株予約権等に関する事項 

 
  
4 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

 
  

当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 15,876,010 ─ ─ 15,876,010

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 44,570 8,642 ─ 53,212

会社名 内訳

目的となる 目的となる株式の数（株） 当連結会計年度

株式の種類
前連結会計

増加 減少
当連結会計

末残高（千円）
年度末 年度末

提出会社

平成20年ストック・

─ ― ─ ― ─ 6,825オプションとしての

新株予約権

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 
定時株主総会

普通株式 47,509 3 平成21年3月31日 平成21年6月29日

平成21年10月28日 
取締役会

普通株式 47,506 3 平成21年9月30日 平成21年12月8日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年6月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 47,483 3 平成22年3月31日 平成22年6月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,617,184千円

預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金

△3,506千円

有価証券のうち期限3ヶ月以内の公
社債投資信託等

1,210,541千円

現金及び現金同等物 2,824,219千円

 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,537,321千円

預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金

△3,509千円

有価証券のうち期限3ヶ月以内の公
社債投資信託等

1,059,569千円

現金及び現金同等物 2,593,380千円
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前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 
  

 
(注) 1 事業区分の方法 

  事業の種類、性質に応じて区分しております。 

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 営業費用のうちには、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

4 資産のうちには、消去又は全社項目に含めた全社資産はありません。 

  

(セグメント情報)

1 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)

Ⅰ 営業収益及び 
  営業損益

  営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

5,641,412 3,943,227 847,002 221,210 10,652,852 ─ 10,652,852

 (2) セグメント間の 
   内部営業収益 
   又は振替高

36,510 1,507,496 170,203 43,200 1,757,410 (1,757,410) ─

計 5,677,923 5,450,723 1,017,206 264,410 12,410,263 (1,757,410) 10,652,852

  営業費用 5,481,884 5,244,827 418,406 238,965 11,384,083 (1,757,410) 9,626,673

  営業利益 196,038 205,895 598,799 25,444 1,026,179 ─ 1,026,179

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的 
  支出

  資産 14,281,993 2,016,536 3,624,966 292,660 20,216,156 (189,033) 20,027,123

  減価償却費 523,691 53,262 204,115 31,317 812,387 ─ 812,387

  減損損失 ─ ─ 467,135 ─ 467,135 ─ 467,135

  資本的支出 225,430 13,091 3,271 970 242,763 ─ 242,763
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当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 
  

 
(注) 1 事業区分の方法 

  事業の種類、性質に応じて区分しております。 

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 営業費用のうちには、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

4 資産のうちには、消去又は全社項目に含めた全社資産はありません。 

5 4.【連結財務諸表】(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】【会計処理の変更】に記

載のとおり、当連結会計年度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、当連結会計年度における倉庫業セグメントの営業利益が39,637千円増加し、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、当連結会計年度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324,420千円及び206,651千円減少し、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。 

  

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため開示しておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため開示しておりません。 

  

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)

Ⅰ 営業収益及び 
  営業損益

  営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

5,227,203 3,756,097 1,095,645 230,264 10,309,210 ─ 10,309,210

 (2) セグメント間の 
   内部営業収益 
   又は振替高

44,067 1,444,068 166,837 46,285 1,701,260 (1,701,260) ─

計 5,271,271 5,200,166 1,262,483 276,549 12,010,470 (1,701,260) 10,309,210

  営業費用 5,272,326 5,019,995 535,050 234,337 11,061,709 (1,701,260) 9,360,449

  営業利益又は 
    営業損失（△）

△1,055 180,170 727,432 42,212 948,760 ─ 948,760

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 12,829,160 2,040,757 4,372,271 382,056 19,624,246 (207,129) 19,417,116

  減価償却費 440,713 43,273 225,438 41,976 751,401 ─ 751,401

  資本的支出 115,570 61,106 143,775 8,581 329,034 ─ 329,034

2 所在地別セグメント情報
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前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 

海外売上高がないため開示しておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 

海外売上高がないため開示しておりません。 

  

3 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

1 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

1 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・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

当額および期末残高相当額

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額

 

機械
装置及び 
運搬具 
(千円)

 工具、 
器具及び 
備品 

(千円)

合計
(千円)

取得価額相当額 17,634 110,614 128,248

減価償却累計額 
相当額

15,461 93,970 109,432

期末残高相当額 2,172 16,643 18,815

 
 

機械
装置及び 
運搬具 
(千円)

工具、 
器具及び 
備品 
(千円)

合計
(千円)

取得価額相当額 9,078 56,338 65,416

減価償却累計額 
相当額

8,721 48,657 57,379

期末残高相当額 356 7,680 8,037

 

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末

残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

同左

 (2) 未経過リース料期末残高相当額  (2) 未経過リース料期末残高相当額

 

1年以内 10,778千円

1年超 8,037千円

合計 18,815千円
 

1年以内 5,804千円

1年超 2,232千円

合計 8,037千円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。 

 

同左

 (3) 支払リース料および減価償却費相当額  (3) 支払リース料および減価償却費相当額

 

支払リース料 18,405千円

減価償却費相当額 18,405千円

 
 

支払リース料 10,778千円

減価償却費相当額 10,778千円

 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法  (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。

同左

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はないため、

項目等の記載は省略しております。

(減損損失について)

同左
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該当事項はありません。 

前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

 2 オペレーティング・リース取引  2 オペレーティング・リース取引

 

(借主側) 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

1年以内 5,023千円

1年超 15,082千円

合計 20,105千円
 

(借主側) 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

1年以内 3,921千円

1年超 7,856千円

合計 11,777千円

(貸主側) 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

1年以内 96,671千円

1年超 799,339千円

合計 896,010千円

(関連当事者情報)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年3月31日)

当連結会計年度 
(平成22年3月31日)

 

 

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 賞与引当金 72,055千円

退職給付引当
金

209,683千円

役員退職慰労
引当金

74,082千円

減損損失 792,154千円

株式評価損 72,468千円

ゴルフ会員権
評価損

115,370千円

その他 52,996千円

小計 1,388,812千円

評価性引当額 △1,013,321千円

繰延税金資産合計 375,490千円

繰延税金負債 
 

買換資産圧縮
積立金

△115,210千円

その他有価証
券評価差額金

△127,358千円

繰延税金負債合計 △242,569千円

繰延税金資産純額 132,920千円

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 106,069千円

固定資産－繰延税金資産 103,790千円

固定負債－繰延税金負債 76,938千円

 

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 賞与引当金 67,176千円

退職給付引当
金

198,974千円

役員退職慰労
引当金

48,783千円

減損損失 790,950千円

株式評価損 72,468千円

ゴルフ会員権
評価損

115,370千円

その他 52,033千円

小計 1,345,756千円

評価性引当額 △1,009,057千円

繰延税金資産合計 336,698千円

繰延税金負債
 

買換資産圧縮
積立金

△115,210千円

その他有価証
券評価差額金

△167,887千円

繰延税金負債合計 △283,098千円

繰延税金資産純額 53,600千円

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 107,472千円

固定資産－繰延税金資産 93,511千円

固定負債－繰延税金負債 147,384千円

 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  連結財務諸表提出会社の法定実効税
率

40.7％

   (調整) 交際費等永久に損金に算
入されない項目

7.1％

       住民税均等割 4.0％

       評価性引当額の増減額 73.6％

       その他 1.8％

  税効果会計適用後の法人税等の負担
率

127.3％

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 連結財務諸表提出会社の法定実効税
率

40.7％

  (調整) 交際費等永久に損金に算
入されない項目

2.3％

      住民税均等割 1.4％

      評価性引当額の増減額 △0.6％

      その他 1.2％

 税効果会計適用後の法人税等の負担
率

45.0％

-27-

㈱杉村倉庫（9307）平成22年3月期決算短信



当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）

を適用しております。 

  

1.金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、資金運用については短期的な預金等安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調

達については銀行等の金融機関からの借入れにより設備資金及び運転資金を調達しております。一部の

長期借入金は、金利変動リスクのヘッジ手段として金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実

施しておりますが、投機的なデリバティブ取引は行っておりません。 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、これらの管理につい

ては、売掛金滞留システムによって取引先ごとの残高、期日管理を行っており、随時、滞留状況を正確

に把握するとともに、信用状況の変化にすぐに対応できる体制となっております。 

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が

取締役会に報告されております。 

  

2.金融商品の時価等に関する事項 

平成22年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであ

ります。 

（単位：千円）
 

（※）負債に計上されているものについて（  ）で示しております。 

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

（1）現金及び預金、並びに（2）受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。 

（3）有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示され

た価格によっております。 

（4）支払手形及び買掛金、並びに（5）短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。 

（6）社債並びに(7)長期借入金 

社債の時価については、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率

で割り引いた現在価値により算定しております。 

また、長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想定

される利率で割引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワ

ップの特例処理の対象とされており（下記（8）参照）、当該金利スワップと一体として処理

(金融商品関係)

連結貸借対照表計上額（※） 時価（※） 差額

（1）現金及び預金 1,537,321 1,537,321 ―

（2）受取手形及び売掛金 1,102,515 1,102,515 ―

（3）有価証券及び投資有価証券 ―

      ①満期保有目的の債券 11,964 12,353 389

   ②その他有価証券 2,262,106 2,262,106 ─

（4）支払手形及び買掛金 (447,249) (447,249) ―

（5）短期借入金 (300,000) (300,000) ―

 (6) 社債 (500,000) (506,945) △6,945

（7）長期借入金 (8,748,426) (8,952,524) △204,098

（8）デリバティブ取引 ― ― ―
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された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積られる利率で

割引いて算定する方法によっております。 

（8）デリバティブ取引 

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理

されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

（注2）非上場株式等（連結貸借対照表計上額622,436千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシ

ュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、

「（3）有価証券及び投資有価証券②その他有価証券」には含めておりません。 
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1 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年3月31日) 
  

 
  

2 その他有価証券で時価のあるもの(平成21年3月31日) 
  

 
（注） 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。  

なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について122,054千円の減損処理を行

っております。当該株式の減損にあたっては、時価の下落率が50%以上の銘柄についてはすべて減損処理を

行い、時価の下落率が30%以上50%未満の銘柄については個別に回復可能性を検討し、回復する見込みがない

ものについて減損処理を行っております。 

  
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 

  

 
  

4 時価評価されていない主な有価証券(平成21年3月31日) 
  

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

種類
連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの

国債・地方債等 10,264 10,401 137

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの

国債・地方債等 3,695 3,683 △12

合計 13,960 14,085 125

種類 取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1) 株式 528,400 864,150 335,749

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 11,656 12,472 815

小計 540,057 876,622 336,565

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1) 株式 225,855 154,786 △71,068

(2) 債券 20,000 18,834 △1,166

(3) その他 70,000 49,900 △20,100

小計 315,855 223,520 △92,334

合計 855,912 1,100,142 244,230

売却額（千円） 売却益の合計額（千円）

16 0

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

関連会社株式 111,903

その他有価証券

(1) 非上場株式 557,249

(2) フリー・ファイナンシャル・ファンド等 1,208,542
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5 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成21年3月31

日) 
  

 
  

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成22年3月31日) 
  

 
  

2 その他有価証券で時価のあるもの(平成22年3月31日) 
  

 
  

3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 
  

 
  

1年以内(千円) 1年超5年以内(千円) 5年超10年以内(千円) 10年超(千円)

満期保有目的の債券

 国債・地方債等 1,999 2,547 9,413 ―

その他有価証券

 その他 ― 81,206 ― ―

合計 1,999 83,753 9,413 ―

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

種類
連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの

国債・地方債等 11,964 12,353 389

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの

国債・地方債等 ─ ─ ─

合計 11,964 12,353 389

種類 取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1) 株式 580,620 1,010,475 429,855

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ─ ─ ─

小計 580,620 1,010,475 429,855

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1) 株式 173,361 119,517 △53,844

(2) 債券 20,000 19,750 △250

(3) その他 70,000 52,894 △17,106

小計 263,361 192,161 △71,200

合計 843,982 1,202,637 358,655

売却額（千円） 売却益の合計額（千円）

─ ─
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4 時価評価されていない主な有価証券(平成22年3月31日) 
  

 
  

5 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成22年3月31

日) 
  

 
  

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

関連会社株式 58,425

その他有価証券

(1) 非上場株式 557,249

(2) フリー・ファイナンシャル・ファンド等 1,066,231

1年以内(千円) 1年超5年以内(千円) 5年超10年以内(千円) 10年超(千円)

満期保有目的の債券

 国債・地方債等 99 8,965 2,898 ―

その他有価証券

 その他 6,762 72,644 ― ―

合計 6,862 81,609 2,898 ―
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 

   至 平成21年3月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年4月1日 

   至 平成22年3月31日)

1 取引の状況に関する事項 同左

 (1) 取引の内容及び利用目的等

当社は変動金利の借入金の調達資金を固定金利の

資金調達に変えるため金利スワップ取引を行って

おります。連結子会社はデリバティブ取引を行っ

ておりません。

なお、当該金利スワップの想定元本、利息の受払

条件及び契約期間と変動金利の長期借入金の借入

条件との比較など、金利スワップの特例処理の適

用要件に照らして、ヘッジ有効性を評価しており

ます。

 (2) 取引に対する取組方針 同左

当社は、金利スワップ取引を借入金残高の範囲内

で取り扱っており、投機的目的による取引は行わ

ない方針であります。

 (3) 取引に係るリスクの内容 同左

当社が行う金利スワップ取引は、市場金利の変動

によるリスクを有しておりますが、市場金利が変

動した場合、変動分の受取金利と支払金利は相殺

されるために、実質的にはリスクはありません。

また取引の相手は信用度の高い金融機関(銀行)で

あり、相手方の契約不履行によるリスクはほとん

どないと認識しております。

 (4) 取引に係るリスク管理体制 同左

当社においてデリバティブ取引に係る契約締結

は、重要稟議事項として取締役会で決定され、そ

の実行及び管理は経理部が行い契約状況、運用状

況についても取締役会に報告することとなってお

ります。

2 取引の時価等に関する事項 同左

当社はヘッジ目的の金利スワップのみ行っており、ヘッ

ジ会計を適用しているので記載を省略しております。
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

1 採用しております退職給付制度の概要

  当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として総

合設立型厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設

けております。また、従業員の退職等に際して、退

職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務

の対象とされない割増退職金を支払うことがありま

す。

 ・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項

  (1) 制度全体の積立状況に関する事項

(平成20年3月31日現在)

年金資産の額 205,738,791千円

年金財政計算上の
給付債務の額

271,894,632千円

差引額 △66,155,841千円

1 採用しております退職給付制度の概要

  当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として総

合設立型厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設

けております。また、従業員の退職等に際して、退

職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務

の対象とされない割増退職金を支払うことがありま

す。

 ・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項

  (1) 制度全体の積立状況に関する事項

(平成21年3月31日現在)

年金資産の額 150,320,080千円

年金財政計算上の
給付債務の額

267,979,414千円

差引額 △117,659,334千円

  (2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

(自 平成20年3月1日 至 平成20年3月31日)

1.0％(加重平均値)

  (2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

(自 平成21年3月1日 至 平成21年3月31日)

1.1％(加重平均値)

  (3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は年金財政計算上

の過去勤務債務残高32,795,634千円及び繰越不

足金34,147,206千円であります。本制度におけ

る過去勤務債務の償却方法は期間14～20年元利

均等償却であり、当社グループは、当期の連結

財務諸表上、特別掛金22,837千円を費用処理し

ております。

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の

負担割合とは一致しておりません。

  (3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は年金財政計算上

の過去勤務債務残高31,541,536千円及び繰越不

足金80,821,819千円であります。本制度におけ

る過去勤務債務の償却方法は期間14～20年元利

均等償却であり、当社グループは、当期の連結

財務諸表上、特別掛金30,150千円を費用処理し

ております。

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の

負担割合とは一致しておりません。

 

2 退職給付債務に関する事項(平成21年3月31日)

① 退職給付債務 △548,424千円

② 年金資産 ─

③ 未積立退職給付債務 
  (①＋②)

△548,424千円

④ 未認識数理計算上の差異 16,172千円

⑤ 退職給付引当金 
  (③＋④)

△532,252千円

(注) 退職給付債務の算定にあたり、連結子会社

は簡便法を採用しております。

 

2 退職給付債務に関する事項(平成22年3月31日)

① 退職給付債務 △514,796千円

② 年金資産 ─

③ 未積立退職給付債務
  (①＋②)

△514,796千円

④ 未認識数理計算上の差異 14,164千円

⑤ 退職給付引当金
  (③＋④)

△500,632千円

(注) 退職給付債務の算定にあたり、連結子会社

は簡便法を採用しております。

3 退職給付費用に関する事項 

  (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

3 退職給付費用に関する事項 

  (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

 

① 勤務費用 39,412千円

② 利息費用 7,640千円

③ 数理計算上の差異の 
  費用処理額

3,013千円

④ 退職給付費用 
  (①＋②＋③)

50,066千円

(注) 1 簡便法を採用している連結子会社の退職

給付費用は勤務費用に含めております。

   2 上記の他、功労加算金4,419千円及び厚生

年金基金の掛金拠出額86,554千円を退職

給付費用として処理しております。

 

① 勤務費用 42,155千円

② 利息費用 6,666千円

③ 数理計算上の差異の
  費用処理額

3,331千円

④ 退職給付費用
  (①＋②＋③)

52,153千円

(注) 1 簡便法を採用している連結子会社の退職

給付費用は勤務費用に含めております。

   2 上記の他、功労加算金3,907千円及び厚生

年金基金の掛金拠出額79,057千円を退職

給付費用として処理しております。
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前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の
  期間配分方法

期間定額基準

② 割引率 2.10 ％

③ 数理計算上の差異の処

理年数(発生時の従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による

定率法により、発生の

翌連結会計年度から処

理しております。)

10年

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の
  期間配分方法

期間定額基準

② 割引率  2.10 ％

③ 数理計算上の差異の処

理年数(発生時の従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による

定率法により、発生の

翌連結会計年度から処

理しております。)

10年
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前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 

1.費用計上額及び科目名 

営業原価の株式報酬費用               337 千円 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用        2,925 千円 

  

2.付与したストック・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 

 
  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストックオプションの数 

 
  

(ストック・オプション等関係)

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年6月27日

付与対象者の区分及び人数 （名） 当社の取締役(7)、従業員(6)、子会社の取締役(3)

株式の種類別ストック・オプション付与数（株) 普通株式 350,000

付与日 平成20年7月25日

権利確定条件

新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権
者」という）は、新株予約権の行使が可能となる日ま
で継続して、当社及び当社子会社の取締役、従業員の
地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な
理由があると認めた場合は、この限りではない。

対象勤務期間 平成20年7月25日～平成22年7月24日

権利行使期間 平成22年7月25日～平成27年7月24日

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年6月27日

権利確定前

 期首(株) ─

 付与(株) 350,000

 失効(株) ─

 権利確定(株) ─

 未確定残(株) 350,000

権利確定後

 期首(株) ─

 権利確定(株) ─

 権利行使(株) ─

 失効(株) ─

 未行使残(株) ─
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 ②単価情報 

 
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(1) 使用した算定技法 

  ブラック・ショールズ式 

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 

  ① 株価変動性    26.924％ 

    平成16年1月25日から平成20年7月25日までの株価実績に基づき算定しております。 

  ② 予想残存期間   4.497年 

十分なデータ蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点に

おいて行使されるものと推定して見積もっております。 

  ③ 予想配当     6円/株 

    平成20年3月期の配当実績によっております。 

  ④ 無リスク利子率  1.143％ 

    予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  権利確定前に退任する者について失効数を見積り算定しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

1.費用計上額及び科目名 

営業原価の株式報酬費用                450千円 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用        3,112千円 

  

2.付与したストック・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 

 
  

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年6月27日

権利行使価格(円) 274

行使時平均株価(円) ─

付与日における公正な評価
30

単価(円)

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年6月27日

付与対象者の区分及び人数 （名） 当社の取締役(6)、従業員(6)、子会社の取締役(2)

株式の種類別ストック・オプション付与数（株) 普通株式 350,000

付与日 平成20年7月25日

権利確定条件

新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権
者」という）は、新株予約権の行使が可能となる日ま
で継続して、当社及び当社子会社の取締役、従業員の
地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な
理由があると認めた場合は、この限りではない。

対象勤務期間 平成20年7月25日～平成22年7月24日

権利行使期間 平成22年7月25日～平成27年7月24日
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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 

 ① ストックオプションの数 

 
  

 ②単価情報 

 
  

3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  該当事項はありません。 

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年6月27日

権利確定前

 期首(株) 350,000

 付与(株) ─

 失効(株) 60,000

 権利確定(株) ─

 未確定残(株) 290,000

権利確定後

 期首(株) ─

 権利確定(株) ─

 権利行使(株) ─

 失効(株) ─

 未行使残(株) ─

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年6月27日

権利行使価格(円) 274

行使時平均株価(円) ─

付与日における公正な評価
30

単価(円)
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該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平

成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第23号 平成20年11月28日）を適用しております。 

  

当社では、大阪府及び神奈川県において、賃貸用のオフィスビル、倉庫を所有しております。これら

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。  
（単位：千円）

 

（注1）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

（注2）当期増減額のうち、主な増加額は不動産の取得138,478千円、不動産管理区分の変更901,941

千円等によるものであります。 

（注3）当期増減額のうち、主な減少額は減価償却による簿価の減額183,127千円によるものでありま

す。 

（注4）当期末の時価は主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく

金額、その他の物件については自社で指標等を用いて調整を行い、合理的に算定した金額で

あります。 

  

また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成22年3月期に

おける損益は、次のとおりであります。 
（単位：千円）

 

（注）賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当

社及び一部の子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されており

ません。なお、当該不動産に係る費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）について

は、賃貸費用に含まれております。 

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産関係)

連結貸借対照表計上額
当期末の時価

前期末残高 当期増減額 当期末残高

賃貸等不動産 3,157,798 60,665 3,218,463 6,960,757

賃貸等不動産とし
て使用される部分
を含む不動産

─ 746,089 746,089 2,296,000

賃貸収益 賃貸費用 差額 その他（売却損益等）

賃貸等不動産 724,707 207,135 517,571 ─

賃貸等不動産とし
て使用される部分
を含む不動産

310,092 53,740 256,351 ─
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(注) 算定上の基礎 

1 1株当たり純資産額 

 
  

2 1株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益 

(1株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

1株当たり純資産額 463.78円 485.46円

1株当たり当期純利益又は当期純損
失(△)

△ 4.08円 23.00円

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純損失であり、また

希薄化効果を有している潜在株式が

ないため記載しておりません。

希薄化効果を有している潜在株式が

ないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度末
(平成21年3月31日)

当連結会計年度末
(平成22年3月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 7,345,543 7,688,211

普通株式に係る純資産額(千円) 7,342,281 7,681,386

差額の主な内訳(千円)

 新株予約権 3,262 6,825

普通株式の発行済株式数(株) 15,876,010 15,876,010

普通株式の自己株式数(株) 44,570 53,212

1株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

15,831,440 15,822,798

項目
前連結会計年度

(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
(△)(千円)

△ 64,555 364,027

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(千円)

△ 64,555 364,027

普通株式の期中平均株式数(株) 15,838,765 15,829,110
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 639,322 582,906

受取手形 2,238 337

売掛金 577,049 581,711

有価証券 ※1 1,129,416 ※1 978,378

前払費用 23,023 21,628

立替金 8,629 12,494

繰延税金資産 45,298 52,022

その他 5,965 2,901

貸倒引当金 △3,821 △3,864

流動資産合計 2,427,122 2,228,518

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1 7,652,946 ※1 7,155,824

構築物（純額） 478,877 417,876

機械及び装置（純額） 282,570 230,911

車両運搬具（純額） 41,460 25,785

工具、器具及び備品（純額） 101,090 78,178

土地 ※1 4,724,423 ※1 4,856,771

リース資産（純額） － 47,985

建設仮勘定 － 4,830

有形固定資産合計 ※2 13,281,368 ※2 12,818,162

無形固定資産

借地権 295,290 295,290

ソフトウエア 17,283 11,013

ソフトウエア仮勘定 19,500 －

その他 7,931 8,121

無形固定資産合計 340,005 314,424

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 1,581,588 ※1 1,677,224

関係会社株式 347,740 347,740

出資金 300 300

従業員に対する長期貸付金 13,220 10,908

長期前払費用 6,793 5,298

差入保証金 125,692 127,724

ゴルフ会員権 41,490 41,490

その他 54,877 54,815

貸倒引当金 △1,387 △1,387

投資その他の資産合計 2,170,315 2,264,113

固定資産合計 15,791,688 15,396,701

資産合計 18,218,810 17,625,219
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※3 383,539 ※3 338,715

短期借入金 ※1 300,000 ※1 300,000

1年内償還予定の社債 600,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1 1,670,860 ※1 1,408,688

未払金 17,680 16,743

リース債務 － 11,403

未払費用 12,515 73,727

未払法人税等 － 127,040

未払消費税等 25,680 14,423

預り金 15,111 16,416

賞与引当金 70,000 63,000

その他 53,327 49,635

流動負債合計 3,148,714 2,419,794

固定負債

社債 300,000 500,000

長期借入金 ※1 7,680,700 ※1 7,339,738

長期預り金 236,400 236,400

繰延税金負債 76,938 147,384

長期未払金 14,078 －

退職給付引当金 301,290 266,179

役員退職慰労引当金 134,870 104,410

リース債務 － 38,980

固定負債合計 8,744,277 8,633,092

負債合計 11,892,992 11,052,887

純資産の部

株主資本

資本金 2,539,731 2,539,731

資本剰余金

資本準備金 634,932 634,932

その他資本剰余金 1,679,748 1,679,748

資本剰余金合計 2,314,681 2,314,681

利益剰余金

その他利益剰余金

配当準備積立金 172,000 172,000

買換資産圧縮積立金 167,862 167,862

繰越利益剰余金 991,301 1,175,873

利益剰余金合計 1,331,163 1,515,735

自己株式 △12,357 △13,787

株主資本合計 6,173,219 6,356,360

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 149,336 209,146

評価・換算差額等合計 149,336 209,146

新株予約権 3,262 6,825

純資産合計 6,325,818 6,572,332

負債純資産合計 18,218,810 17,625,219
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益

保管料 1,923,709 1,471,243

荷役荷捌料 2,053,809 2,188,298

運送料 1,624,435 1,539,760

賃貸料 999,133 1,247,877

その他 78,861 74,352

営業収益合計 6,679,949 6,521,533

営業原価 ※1 5,271,987 ※1 5,220,746

営業総利益 1,407,961 1,300,787

販売費及び一般管理費

賃借料 72,619 72,166

修繕費 10,829 5,734

光熱費 5,241 4,426

消耗品費 8,246 7,870

役員報酬 118,080 104,085

給料及び手当 121,028 110,149

賞与引当金繰入額 20,837 17,436

退職給付費用 17,910 17,718

役員退職慰労引当金繰入額 23,510 21,560

株式報酬費用 2,925 3,112

福利厚生費 36,948 32,337

旅費及び交通費 15,354 12,797

通信費 6,073 6,058

交際費 9,543 8,556

租税公課 24,902 25,012

減価償却費 19,699 25,192

業務委託費 51,557 44,826

雑費 49,489 55,881

販売費及び一般管理費合計 ※1 614,798 ※1 574,923

営業利益 793,163 725,863

-43-

㈱杉村倉庫（9307）平成22年3月期決算短信



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業外収益

受取利息 4,409 1,710

受取配当金 39,481 31,127

社宅使用料 22,455 23,205

その他 3,542 3,186

営業外収益合計 69,889 59,231

営業外費用

支払利息 226,091 209,906

社債利息 12,885 8,953

その他 29,375 33,184

営業外費用合計 268,353 252,045

経常利益 594,700 533,050

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,305 －

特別利益合計 3,305 －

特別損失

固定資産処分損 － ※3 31,358

投資有価証券評価損 122,054 －

ゴルフ会員権評価損 7,800 －

ソフトウエア仮勘定除却損 － ※4 31,700

減損損失 ※2 467,135 －

特別損失合計 596,989 63,058

税引前当期純利益 1,016 469,991

法人税、住民税及び事業税 119,818 167,212

法人税等調整額 65,097 23,192

法人税等合計 184,916 190,404

当期純利益又は当期純損失（△） △183,899 279,587
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【営業原価明細書】

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日

     至 平成21年３月31日）     至 平成22年３月31日）

区分
注記

金額（千円） 金額（千円）
番号

 営業原価

1  荷役荷捌費 1,497,614 1,598,583

2  運送費 1,507,617 1,424,483

3  賃借料 215,625 210,411

4  修繕費 102,131 75,870

5  光熱費 105,225 93,677

6  消耗品費 29,164 28,057

7  給与及び手当 358,051 362,903

8  退職給付費用 39,257 36,302

9  株式報酬費用 337 450

10  賞与引当金繰入額 49,162 45,563

11  福利厚生費 61,520 60,171

12  旅費及び交通費 4,861 3,891

13  通信費 8,458 8,166

14  交際費 5,710 4,233

15  租税公課 262,123 259,508

16  減価償却費 734,695 678,794

17  業務委託費 200,762 243,491

18  雑費 89,666 86,185

5,271,987 5,220,746
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,539,731 2,539,731

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,539,731 2,539,731

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 634,932 634,932

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 634,932 634,932

その他資本剰余金

前期末残高 1,679,748 1,679,748

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,679,748 1,679,748

資本剰余金合計

前期末残高 2,314,681 2,314,681

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,314,681 2,314,681

利益剰余金

その他利益剰余金

配当準備積立金

前期末残高 172,000 172,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 172,000 172,000

買換資産圧縮積立金

前期末残高 167,862 167,862

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 167,862 167,862

繰越利益剰余金

前期末残高 1,270,281 991,301

当期変動額

剰余金の配当 △95,080 △95,015

当期純利益又は当期純損失（△） △183,899 279,587

当期変動額合計 △278,980 184,571

当期末残高 991,301 1,175,873

利益剰余金合計

前期末残高 1,610,143 1,331,163

当期変動額

剰余金の配当 △95,080 △95,015

-46-

㈱杉村倉庫（9307）平成22年3月期決算短信



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） △183,899 279,587

当期変動額合計 △278,980 184,571

当期末残高 1,331,163 1,515,735

自己株式

前期末残高 △9,094 △12,357

当期変動額

自己株式の取得 △3,262 △1,430

当期変動額合計 △3,262 △1,430

当期末残高 △12,357 △13,787

株主資本合計

前期末残高 6,455,461 6,173,219

当期変動額

剰余金の配当 △95,080 △95,015

当期純利益又は当期純損失（△） △183,899 279,587

自己株式の取得 △3,262 △1,430

当期変動額合計 △282,242 183,141

当期末残高 6,173,219 6,356,360

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 243,624 149,336

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △94,287 59,809

当期変動額合計 △94,287 59,809

当期末残高 149,336 209,146

評価・換算差額等合計

前期末残高 243,624 149,336

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △94,287 59,809

当期変動額合計 △94,287 59,809

当期末残高 149,336 209,146

新株予約権

前期末残高 － 3,262

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,262 3,562

当期変動額合計 3,262 3,562

当期末残高 3,262 6,825

純資産合計

前期末残高 6,699,086 6,325,818

当期変動額

剰余金の配当 △95,080 △95,015

当期純利益又は当期純損失（△） △183,899 279,587

自己株式の取得 △3,262 △1,430

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,024 63,372

当期変動額合計 △373,267 246,513

当期末残高 6,325,818 6,572,332
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   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)【重要な会計方針】

項目
第146期

(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

第147期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

1 有価証券の評価基準及び

評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法(定

額法)

子会社株式及び関連会社株式…………

移動平均法によ

る原価法

満期保有目的の債券…同左

子会社株式及び関連会社株式…………

同左

その他有価証券

 時価のあるもの……期末日の市場価

格等に基づく時

価法(評価差額

は全部純資産直

入法により処理

し売却原価は移

動平均法により

算定)

その他有価証券

 時価のあるもの……同左

 時価のないもの……移動平均法によ

る原価法

 時価のないもの……同左

2 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産（リース資産を除く）

 定率法を採用しております。ただ

し、平成10年4月1日以降取得した建

物(建物附属設備を除く)について

は、定額法によっております。

 なお、主な資産である建物の耐用年

数は15年～31年であります。

有形固定資産（リース資産を除く）

同左

無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法を採用しております。

 なお、償却年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。ただし、ソフトウェア

（自社利用分）については、社内にお

ける利用可能期間（5年）に基づく定

額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

同左

リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法によっておりま

す。

 なお、リース取引開始日がリース取

引会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を採用して

おります。

リース資産

同左

長期前払費用

 均等償却によっております。

長期前払費用

同左
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項目
第146期

(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

第147期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

3 引当金の計上基準 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。

貸倒引当金

同左

賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与に充て

るため、将来の支給見込額のうち当

期負担額を計上しております。

賞与引当金

同左

役員賞与引当金

─── ───

(追加情報)

 当事業年度において、役員報酬全体

の体系を改めて、役員賞与を月例の報

酬に一本化しております。これに伴

い、当事業年度より役員賞与引当金の

計上を行っておりません。

退職給付引当金

 従業員に支給する退職給付に充てる

ため、期末における退職給付債務に

基づき計上しております。また、数

理計算上の差異はその発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の一定の年

数(10年)による定率法により、発生

年度の翌年から処理しております。

退職給付引当金

同左

役員退職慰労引当金

 役員に支給する退職慰労金に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

4 ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

  金利スワップ取引について、金融

商品会計基準に定める特例処理を

行っております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッ

ジ方針

  変動金利の長期借入金の一部につ

いて支払利息を固定化するために

金利スワップを利用しておりま

す。

② ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッ

ジ方針

同左

③ 有効性評価の方法

  当該金利スワップの想定元本、利

息の受払条件及び契約期間と変動

金利の長期借入金の借入条件との

比較など、金利スワップの特例処

理の適用要件に照らして、ヘッジ

有効性を評価しております。

③ 有効性評価の方法

同左

5 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左
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当事業年度 平成21年4月1日  至  平成22年3月31日) 

（貸借対照表関係） 

当事業年度より、勘定科目をより明瞭に表示するため、従来、買掛金に含めていた未払賃借料等

62,843千円を未払費用に計上しております。 

なお、前事業年度末の買掛金に含まれている未払費用の金額は62,757千円であります。 

  

(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

第146期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

第147期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

リース取引に関する会計基準等の適用

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

いたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基

準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成19年3月30日改正））が適用されたことに

伴い、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。

 なお、リース取引開始日がリース取引会計基準適用初

年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を採用しております。

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

への影響はありません。

───

退職給付引当金

 当事業年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改

正（その3）（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）

を適用しております。なお、これによる損益への影響は

ありません。

【表示方法の変更】
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第146期 
(平成21年3月31日)

第147期 
(平成22年3月31日)

 

 

※1 担保資産及び担保付債務

  (1) 担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

  建物 721,814千円

  土地 370,142千円

  計 1,091,956千円

    担保付債務は次のとおりであります。

  短期借入金 200,000千円

  長期借入金 5,140,100千円

  (1年以内返済予定分 
  含む)

  計 5,340,100千円

  (2) 上記の担保資産の他、有価証券のうち1,999千

円及び投資有価証券のうち11,960千円を土地を賃

借している大阪市に差し入れております。

 

 

※1 担保資産及び担保付債務

  (1) 担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

 建物 661,736千円

 土地 370,142千円

 計 1,031,879千円

    担保付債務は次のとおりであります。

 短期借入金 200,000千円

 長期借入金 4,616,150千円

 (1年以内返済予定分
  含む)

 計 4,816,150千円

  (2) 上記の担保資産の他、有価証券のうち99千円及

び投資有価証券のうち11,864千円を土地を賃借し

ている大阪市に差し入れております。

※2 有形固定資産の減価償却累計額は、14,122,874千

円であります。

※2 有形固定資産の減価償却累計額は、14,408,311千

円であります。

※3 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

買掛金 205,125千円

※3 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

買掛金 220,001千円
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(損益計算書関係)

第146期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

第147期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

※1 この内、関係会社との取引高は次のとおりであり

ます。

 営業原価 1,690,517千円

 販売費及び一般管理費 25,455千円

※1 この内、関係会社との取引高は次のとおりであり

ます。

営業原価 1,654,082千円

販売費及び一般管理費 24,192千円

 

※2 減損損失

   当社は以下の資産について減損損失を計上しまし

た。

用途 種類 場所 金額

賃貸不動産 土地 大阪市港区 456,755 千円

同上 建物 〃 10,380 千円

計 467,135 千円

（経緯）

 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、従来、倉庫事業の資産グループに属して

いた固定資産が不動産事業の単一の事業単位となっ

たため、減損損失を認識しました。

（グルーピングの方法）

 管理会計上の区分を基礎にしつつ、倉庫業におい

ては、保管・物流に関する荷主のニーズを複数の営

業所で賄う特徴があることから、主要荷主を共有す

る近接した営業所に地理的一体性を認めてグルーピ

ングしております。また、賃貸不動産については、

投資の意思決定を行う際の単位を考慮し、個別物件

ごとにグルーピングしております。

（回収可能額の算定方法）

 回収可能価額は使用価値としております。使用価

値は将来キャッシュ・フロー見積額を3.6%で割引い

て算出しております。

※2                  ───

 

※3 賃貸倉庫の解約による倉庫設備の除却損、撤去費

用等であります。

建物及び構築物 18,749千円

その他 11,193千円

撤去費用 1,415千円

31,358千円

※4 基幹システム再構築プロジェクトの見直しによる

ソフトウェア仮勘定の取り崩し分であります。
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 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加の内容は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  14,690株 

  

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加の内容は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  8,642株 

(株主資本等変動計算書関係)

第146期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 24,875 14,690 ― 39,565

第147期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 39,565 8,642 ─ 48,207
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(リース取引関係)

第146期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

第147期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

1 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

1 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・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

 

工具、器具
及び備品 
(千円)

取得価額相当額 103,666

減価償却 
累計額相当額

87,602

期末残高相当額 16,064

 
 

工具、器具
及び備品 
(千円)

取得価額相当額 49,390

減価償却
累計額相当額

41,710

期末残高相当額 7,680

 

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末

残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

 

同左

 (2) 未経過リース料期末残高相当額  (2) 未経過リース料期末残高相当額

 

1年以内 8,383千円

1年超 7,680千円

合計 16,064千円
 

1年以内 5,448千円

1年超 2,232千円

合計 7,680千円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。 

 

同左

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額  (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

 

支払リース料 13,283千円

減価償却費相当額 13,283千円
 

支払リース料 8,383千円

減価償却費相当額 8,383千円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法  (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。

同左

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はないため、

項目等の記載は省略しております。

(減損損失について)

同左

2 オペレーティング・リース取引 2 オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。 (貸主側) 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

1年以内 96,671千円

1年超 799,339千円

合計 896,010千円
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(有価証券関係)

第146期 
(平成21年3月31日)

第147期 
(平成22年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありま

せん。
同左

(税効果会計関係)

第146期 
(平成21年3月31日)

第147期 
(平成22年3月31日)

 

 

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 賞与引当金 28,490千円

退職給付引当
金

123,219千円

役員退職慰労
引当金

54,892千円

減損損失 701,528千円

株式評価損 72,468千円

ゴルフ会員権
評価損

79,210千円

その他 34,971千円

繰延税金資産合計 1,094,781千円

評価性引当額 △883,851千円

繰延税金資産合計 210,929千円

繰延税金負債 
 

買換資産圧縮
積立金

△115,210千円

その他有価証
券評価差額金

△127,358千円

繰延税金負債合計 △242,569千円

繰延税金負債純額 △31,640千円

繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

流動資産－繰延税金資産 45,298千円

固定負債－繰延税金負債 76,938千円

 

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 賞与引当金 25,641千円

退職給付引当
金

108,335千円

役員退職慰労
引当金

42,494千円

減損損失 700,324千円

株式評価損 72,468千円

ゴルフ会員権
評価損

79,210千円

その他 37,298千円

繰延税金資産合計 1,065,773千円

評価性引当額 △878,035千円

繰延税金資産合計 187,737千円

繰延税金負債
 

買換資産圧縮
積立金

△115,210千円

その他有価証
券評価差額金

△167,887千円

繰延税金負債合計 △283,098千円

繰延税金負債純額 △95,361千円

繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

流動資産－繰延税金資産 52,022千円

固定負債－繰延税金負債 147,384千円

 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率 40.7％

   (調整) 交際費等永久に損金に算
入されない項目

789.0％

       住民税均等割等 818.6％

       評価性引当額の増減額 16,434.2％

       その他 102.9％

  税効果会計適用後の法人税等の負担
率

18,185.4％

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.7％

  (調整) 交際費等永久に損金に算
入されない項目

1.5％

      住民税均等割 1.8％

      評価性引当額の増減額 △1.2％

      その他 △2.2％

 税効果会計適用後の法人税等の負担
率

40.5％
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(注) 算定上の基礎 

1 1株当たり純資産額 

 
  

2 1株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

(1株当たり情報)

項目
第146期

(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

第147期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

1株当たり純資産額 399.24円 414.81円

1株当たり当期純利益又は当期純損
失(△)

△ 11.61円 17.66円

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純損失であり、また

希薄化効果を有している潜在株式が

ないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益は、希薄化効果を有している潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。

項目
第146期

(平成21年3月31日)
第147期 

(平成22年3月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 6,325,818 6,572,332

普通株式に係る純資産額(千円) 6,322,556 6,565,507

差額の主な内訳(千円)

 新株予約権 3,262 6,825

普通株式の発行済株式数(株) 15,876,010 15,876,010

普通株式の自己株式数(株) 39,565 48,207

1株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

15,836,445 15,827,803

項目
第146期

(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

第147期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)
(千円)

△ 183,899 279,587

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(千円)

△ 183,899 279,587

普通株式の期中平均株式数(株) 15,843,770 15,834,115
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平成22年5月13日 

株式会社 杉村倉庫 

  

役 員 の 異 動 

  

平成22年6月29日予定 

  

1.代表取締役の異動 

 退 任 代表取締役 専務取締役   天 明   寛  

  

  

2.監査役の候補者 

 新任監査役候補 

     監 査 役（常 勤）    岡 崎   久    現 当社総務部部長 

  

 退任予定監査役 

     監 査 役（常 勤）    尾 崎 俊 治 
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