
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

       

 

         

   

 

     

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期報告書提出予定日 平成24年８月６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25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第１四半期 1,372 0.1 116 △8.0 126 △6.0 69 △9.1
24年３月期第１四半期 1,370 3.6 126 21.6 134 15.3 76 34.4

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 62百万円(△18.8％) 24年３月期第１四半期 76百万円( 56.5％)

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

25年３月期第１四半期 4.20 －
24年３月期第１四半期 4.62 －

（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 ％

25年３月期第１四半期 8,908 7,205 80.9

24年３月期 8,838 7,201 81.5

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 7,205百万円 24年３月期 7,201百万円

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

24年３月期 － 3.50 － 3.50 7.00
25年３月期 －
25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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 2,700 △1.3 240 △22.9 250 △22.6 140 △24.0 8.42

通期 5,350 0.3 460 △7.8 470 △9.3 270 △4.8 16.24

(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 ： 有

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１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ
とが困難な場合」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) 25年３月期１Ｑ 16,674,000株 24年３月期 16,674,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 52,817株 24年３月期 52,657株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 16,621,223株 24年３月期１Ｑ 16,624,946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、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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。



添付資料の目次 
 
 
    １．当四半期決算に関する定性的情報‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 
      （１）連結経営成績に関する定性的情報‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 
      （２）連結財政状態に関する定性的情報‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 
      （３）連結業績予想に関する定性的情報‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 
    ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 
      （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 
      （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 
      （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 

（４）追加情報‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 
     ３．四半期連結財務諸表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 
      （１）四半期連結貸借対照表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 
        （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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 

 （３）継続企業の前提に関する注記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 
      （４）セグメント情報等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 
      （５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三和倉庫㈱(9320)　平成25年3月期第1四半期決算短信 

1



１．当四半期決算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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要など緩やかな回復の

兆しがみられるものの、欧州の債務危機や海外経済の減速、更に為替の動向など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、荷動きなど低水準で推移し、厳しい状況が続きました。 
このような中で、当社グループは新規貨物の獲得など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。 
以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は 1,372 百万円(前年同期比 0.1％増)、営業利益は

116 百万円(前年同期比 8.0％減)、経常利益は 126 百万円(前年同期比 6.0％減)、四半期純利益は 69 百万

円(前年同期比 9.1％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 

倉庫業は一時的貨物の減少などにより減収となりましたが、運送業は新規貨物の取扱いにより増収と

なり、作業につきましては、輸出貨物の減少などから減収となりました。 
この結果、物流事業の営業収益は 1,263 百万円（前年同期比 0.4％減）となりました。 

保険代理業 
      火災保険の契約などにより、営業収益は 66 百万円（前年同期比 17.5％増）となりました。 

その他 
   リース業や商品販売などの営業収益は 41 百万円（前年同期比 6.4％減）となりました。 
    
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
   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70百万円増加の8,908百万円とな

りました。主な要因は、預り保険料による「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 66 百万円増加の 1,703 百万円となりました。主な要因は、「預り

保険料」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 4百万円増加の 7,205 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。 
   
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

    平成 24 年５月 11 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と区別することが困難な会計方針の変更） 
  当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成 24年４月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 
これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

 
（４）追加情報 
   （役員退職慰労金制度の廃止） 

当社及び連結子会社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、それぞれの取締役会において、役員退職慰労金制

度の廃止を決議し、平成 24年６月開催の定時株主総会において役員退職慰労金を打ち切り支給すること

を決議いたしました。 
これに伴い、役員退職慰労引当金の全額を取り崩し、打ち切り支給に伴う未払額 44,330 千円を固定負

債の「その他」に含めて表示しております。 
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,452,457 1,500,670

営業未収金 640,857 671,544

リース投資資産 185,852 180,254

その他 117,599 154,599

貸倒引当金 △3,050 △3,000

流動資産合計 2,393,717 2,504,069

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,455,048 1,441,123

土地 3,932,903 3,932,903

その他（純額） 409,112 388,640

有形固定資産合計 5,797,064 5,762,667

無形固定資産 26,397 35,550

投資その他の資産 621,128 606,306

固定資産合計 6,444,590 6,404,524

資産合計 8,838,307 8,908,593

負債の部

流動負債

営業未払金 284,732 306,138

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 135,000 69,000

賞与引当金 134,016 211,053

その他 249,651 309,531

流動負債合計 1,153,400 1,245,724

固定負債

退職給付引当金 380,510 362,959

役員退職慰労引当金 52,906 －

その他 50,262 94,587

固定負債合計 483,680 457,546

負債合計 1,637,080 1,703,271

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 3,857,888 3,869,516

自己株式 △12,339 △12,368

株主資本合計 7,193,129 7,204,727

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,098 594

その他の包括利益累計額合計 8,098 594

純資産合計 7,201,227 7,205,321

負債純資産合計 8,838,307 8,908,593
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

営業収益 1,370,288 1,372,091

営業費用 1,103,358 1,117,846

営業総利益 266,930 254,244

販売費及び一般管理費

一般管理費 140,447 137,829

販売費及び一般管理費合計 140,447 137,829

営業利益 126,482 116,415

営業外収益

受取利息 22 44

受取配当金 7,541 7,545

補助金収入 600 3,250

その他 784 847

営業外収益合計 8,949 11,687

営業外費用

支払利息 689 696

固定資産廃棄損 38 798

営業外費用合計 727 1,494

経常利益 134,703 126,608

特別損失

会員権評価損 660 5,154

特別損失合計 660 5,154

税金等調整前四半期純利益 134,043 121,454

法人税、住民税及び事業税 71,473 67,202

法人税等調整額 △14,257 △15,550

法人税等合計 57,215 51,652

少数株主損益調整前四半期純利益 76,828 69,802

四半期純利益 76,828 69,802
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 76,828 69,802

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △142 △7,503

その他の包括利益合計 △142 △7,503

四半期包括利益 76,685 62,298

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 76,685 62,298

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
 
（４）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23年4月1日 至 平成23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 

 
1,269,161 

― 

 
56,872

―

 
1,326,034

―

 
44,254

6,274

 
1,370,288 

6,274 

 
― 

△6,274 

 
1,370,288

―

計 1,269,161 56,872 1,326,034 50,528 1,376,562 △6,274 1,370,288

セグメント利益 199,688 32,423 232,112 8,206 240,319 △113,836 126,482

（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△113,836千円は、セグメント間取引消去2,938千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△116,774千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。 
 
（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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