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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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        ％

23年 ３月期第２四半期 2,640   6.4 213  18.3 222  18.6 114   9.5
22年 ３月期第２四半期 2,482 △16.2 180 △44.1 187 △44.3 104 △45.0

 

 
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

23年 ３月期第２四半期 6.86 ―    
22年 ３月期第２四半期 6.27 ―    

 
（２）連結財政状態 

 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

23年 ３月期第２四半期 8,699 7,010 80.6 421.59
22年 ３月期 8,616 6,955 80.7 418.26

(参考)自己資本 23年3月期第2四半期 7,010百万円 22年3月期 6,955百万円 

 
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   
22年 ３月期 ―  3.50 ― 3.50 7.00   
23年 ３月期 ―  3.50   

23年 ３月期(予想)   ― 3.50 7.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成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） 

（％表示は対前期増減率） 

 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

通  期 5,200  3.5 410  7.0 420  8.8 240  5.1 14.43

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 ―社 ( ―） 、除外 ―社 ( ―) 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（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) 23年3月期2Ｑ 16,674,000株 22年3月期 16,674,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Ｑ 46,077株 22年3月期 44,322株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期2Ｑ 16,628,517株 22年3月期2Ｑ 16,632,738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財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 
※ 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、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、四半期決算短信
（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 

     当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復や経済対策の効果などから、企業

収益は改善傾向にあったものの、欧米経済の減速懸念や急激な円高、デフレ状況などにより先行き不透

明感が強まってまいりました。 
物流業界におきましては、荷動きは回復傾向であったものの、在庫圧縮の影響などにより保管数量・

保管残高は依然として低水準で推移し、厳しい状況が続きました。 
このような状況のもと、当社グループは積極的な営業活動を行うとともに、固定費・経費の削減など

に努めてまいりました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は 2,640 百万円(前年同期比 6.4％増)、営業利益は

213 百万円(前年同期比 18.3％増)、経常利益は 222 百万円(前年同期比 18.6％増)、四半期純利益は 114
百万円(前年同期比 9.5％増)となりました。 

 （セグメント別の概況） 
  物流事業 

    倉庫業は、取扱数量は増加したものの、在庫圧縮の影響などから保管数量・保管残高は低水準で推移し、

前期並みの実績となりました。運送業、作業につきましては、新規貨物の取扱いや国内および輸出入貨

物の回復などから増収となりました。 
   この結果、物流事業の営業収益は 2,441 百万円（前年同期比 7.8％増）となりました。 

保険代理業 
   自動車保険の無事故割引の影響などから、営業収益は 117 百万円（前年同期比 7.9％減）となりました。 

その他の事業 
   その他の事業につきましては、商品販売やリース業などが減収となったことから、営業収益は 82 百万

円（前年同期比 8.9％減）となりました。 
 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
  ①資産、負債及び純資産の状況 
   当第２四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 82 百万円増加の 8,699 百万円と

なりました。主な要因は、新倉庫建設の着手金などによる「有形固定資産」の増加や「現金及び預金」

の増加であります。 
   負債合計は前連結会計年度末に比べ 28 百万円増加の 1,689 百万円となりました。主な要因は、「未払

法人税等」の増加や「退職給付引当金」の減少であります。 
   純資産合計は前連結会計年度末に比べ 54 百万円増加の 7,010 百万円となりました。主な要因は、「利

益剰余金」の増加であります。 
  ②キャッシュ・フローの状況 
   当第 2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 37 百万

円増加の 1,281 百万円となりました。 
   営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益および減価償却費による資金の留

保等により 275 百万円の収入となりました。 
   投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により 167 百万円の支出と

なりました。 
   財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により 70 百万円の支出となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 
    第 2 四半期連結業績は、概ね順調に進捗しており、平成 22 年５月 14 日に公表しました通期の連結業

績予想に変更はありません。 
 
２．その他の情報 
（１）重要な子会社の異動の概要 
   該当事項はありません。 
 
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
   簡便な会計処理について一部適用していますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。 
 
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
   第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年

３月 31 日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成

20 年３月 31 日）を適用しております。これによる営業利益、経常利益への影響は軽微であり、税金等

調整前四半期純利益は 12 百万円減少しております。 
 
（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
 
 

三和倉庫(株)(9320)　平成23年3月期第2四半期決算短信

3



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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,281,519 1,244,057

営業未収金 606,826 625,700

リース投資資産 183,544 185,019

その他 126,839 104,985

貸倒引当金 △110 △531

流動資産合計 2,198,619 2,159,231

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,407,862 1,452,159

土地 3,932,903 3,932,903

その他（純額） 449,649 354,603

有形固定資産合計 5,790,414 5,739,665

無形固定資産 23,934 7,343

投資その他の資産 686,276 710,349

固定資産合計 6,500,625 6,457,359

資産合計 8,699,245 8,616,590

負債の部   

流動負債   

営業未払金 294,073 290,544

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 97,200 70,800

賞与引当金 144,386 129,040

その他 234,408 217,613

流動負債合計 1,120,067 1,057,997

固定負債   

退職給付引当金 468,252 495,059

役員退職慰労引当金 45,359 55,224

その他 55,466 52,852

固定負債合計 569,079 603,137

負債合計 1,689,146 1,661,134

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 3,659,822 3,603,888

自己株式 △11,139 △10,812

株主資本合計 6,996,263 6,940,656

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,835 14,799

評価・換算差額等合計 13,835 14,799

純資産合計 7,010,098 6,955,455

負債純資産合計 8,699,245 8,616,590
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益 2,482,000 2,640,759

営業原価 2,044,496 2,160,521

営業総利益 437,504 480,237

販売費及び一般管理費   

一般管理費 257,351 267,059

販売費及び一般管理費合計 257,351 267,059

営業利益 180,153 213,178

営業外収益   

受取利息 55 239

受取配当金 7,081 7,259

補助金収入 － 4,529

株式割当益 － 5,446

その他 2,514 1,724

営業外収益合計 9,652 19,198

営業外費用   

支払利息 1,668 1,463

固定資産廃棄損 － 4,680

保険解約損 － 4,020

その他 957 182

営業外費用合計 2,626 10,346

経常利益 187,179 222,030

特別利益   

会員権売却益 2,351 －

賞与引当金戻入額 11,989 －

特別利益合計 14,340 －

特別損失   

会員権評価損 － 2,475

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,575

特別損失合計 － 15,050

税金等調整前四半期純利益 201,519 206,980

法人税、住民税及び事業税 78,176 91,733

法人税等調整額 19,077 1,108

法人税等合計 97,253 92,841

少数株主損益調整前四半期純利益 － 114,138

四半期純利益 104,266 114,138
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 201,519 206,980

減価償却費 152,000 134,633

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,173 15,346

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,289 △26,806

受取利息及び受取配当金 △7,137 △7,499

支払利息 1,668 1,463

売上債権の増減額（△は増加） △27,448 18,873

仕入債務の増減額（△は減少） 29,129 3,528

その他 21,309 △10,920

小計 357,926 335,599

利息及び配当金の受取額 7,137 7,499

利息の支払額 △1,668 △1,440

法人税等の支払額 △89,576 △66,033

営業活動によるキャッシュ・フロー 273,818 275,625

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 △47,646 △158,643

投資有価証券の取得による支出 △8,006 －

その他 △13,249 △8,774

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,902 △167,417

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 900,000 900,000

短期借入金の返済による支出 △900,000 △900,000

配当金の支払額 △49,861 △58,241

自己株式の取得による支出 △303 △327

その他 △22,360 △12,176

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,525 △70,745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 132,391 37,462

現金及び現金同等物の期首残高 959,895 1,244,057

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,092,286 1,281,519
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（４）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
 
（５）セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 
  前第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) 

(単位：千円)   
 物流事業 保険代理業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

営業収益 
(1)外部顧客に対する営業収益 

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は振替高 

 

2,264,824

―

 

127,106

―

 

90,069

16,105

 

2,482,000

16,105

 

― 

(16,105) 

 

2,482,000

―

計 2,264,824 127,106 106,174 2,498,106 (16,105) 2,482,000

営業利益 294,758 69,672 33,593 398,024 (217,870) 180,153

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
   ２．各事業に属する主要な業務 
      (1)物流事業 ――――――  倉庫、運送等の業務 
     (2)保険代理業 ―――――  損害保険等の代理店業務 
     (3)その他の事業 ――――  リース業、不動産賃貸業等の業務 
 
【所在地別セグメント情報】 

   本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 
 
【海外売上高】 

   海外売上高がないため該当事項はありません。 
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【セグメント情報】 
 １．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 
    当社グループは、倉庫業、運送業、損害保険代理業、リース業、不動産賃貸業等の事業活動を展開しており、    

サービス別のセグメントを構成する、「物流事業」、「保険代理業」の２つを報告セグメントとしております。 
    「物流事業」は、倉庫、運送等の業務を行っております。「保険代理業」は、損害保険等の代理店業務を行

っております。 
 
  ２．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 
   当第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 

(単位：千円)  
 

報告セグメント 
 

物流事業 保険代理業 計 

 

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) 

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 

 
2,441,700 

― 

 
117,034

―

 
2,558,734

―

 
82,024

11,615

 
2,640,759 

11,615 

 
― 

△11,615 

 
2,640,759

―

計 2,441,700 117,034 2,558,734 93,640 2,652,374 △11,615 2,640,759

セグメント利益 339,926 62,466 402,392 26,874 429,267 △216,089 213,178

（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△216,089千円は、セグメント間取引消去5,928千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△222,017千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。 
 
   （追加情報） 
    第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成

21年3月27日）及び「セグメント情報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20
号 平成20年3月21日）を適用しております。 

 
（６）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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