
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年11月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 安田倉庫株式会社 上場取引所 東 

コード番号 9324 URL http://www.yasuda-soko.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 宮本 憲史

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 藤原 和雄 TEL 03-3452-7311
四半期報告書提出予定日 平成24年11月13日 配当支払開始予定日 平成24年12月5日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家、アナリスト向け）

1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 17,390 1.6 1,359 9.1 1,379 13.2 815 15.0
24年3月期第2四半期 17,120 2.8 1,246 4.3 1,218 8.9 709 153.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 2,807百万円 （86.9％） 24年3月期第2四半期 1,502百万円 （―％）

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2四半期 26.88 ―

24年3月期第2四半期 23.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 81,307 41,236 50.5
24年3月期 78,200 38,643 49.2

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  41,060百万円 24年3月期  38,468百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
25年3月期 ― 7.00

25年3月期（予想） ― 7.00 14.00

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） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 35,100 2.1 2,550 2.0 2,600 6.0 1,500 5.5 49.43



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

（注）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） 

※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きの対象外であり、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、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 30,360,000 株 24年3月期 30,360,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 11,912 株 24年3月期 11,862 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 30,348,088 株 24年3月期2Q 30,348,147 株
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（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（平成24年4月1日～平成24年9月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の復興 

      需要が引き続き見られたものの、欧州や中国など世界景気の減速等を背景に、依然として先行きは不透明な状況で

      推移しました。 

       倉庫物流業界では国際貨物を中心に全体として荷動きが伸び悩み、また不動産業界ではオフィス空室率の改善が

   一部に見られましたが、賃料は引き続き低下傾向にあるなど、業界を取り巻く事業環境も厳しい状態が続きまし 

   た。 

       このような環境の中で当社グループは、物流事業ではお客様の物流アウトソーシングニーズを積極的に開拓する

      営業を展開し収益増加に努め、不動産事業では既存施設の稼働率維持・向上に努めました。 

       当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、以下に記載のとおり、物流事業が前年同期比で減収

      減益となったものの、不動産事業は前年同期比で増収増益となり、その結果、営業収益は前年同期比270百万円増 

     （1.6％増）の17,390百万円、営業利益は前年同期比113百万円増（9.1％増）の1,359百万円、経常利益は前年同期 

      比160百万円増（13.2％増）の1,379百万円、四半期純利益は前年同期比106百万円増（15.0％増）の815百万円と増

      収増益となりました。 

       セグメントの業績は以下の通りであります。 

       物流事業では、前年度後半の倉庫施設の拡張などにより保管料、倉庫作業料は増収となりましたが、引越取扱や

   震災復旧需要の減少などから陸運料、国際貨物取扱料は減収となりました。その結果、物流事業の営業収益は前年

   同期比107百万円減（0.7％減）の14,423百万円、セグメント利益は前年同期比60百万円減（5.1％減）の1,123百万

   円となりました。 

       不動産事業では、期を通じて空室率に改善が見られたものの、平均賃料の低下などにより賃貸料は減収となりま

   した。他方、テナントの入れ替えなどに伴う工事受注が増加し工事料収入は増収となりました。その結果、不動産

   事業の営業収益は前年同期比406百万円増（14.6％増）の3,203百万円、セグメント利益は前年同期比79百万円増 

   （7.8％増）の1,099百万円となりました。   

   

（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２四半期連結累計期間末の総資産は、投資有価証券の時価評価が増加したことにより、前連結会計年度末に

   比べ3,107百万円増の81,307百万円となりました。 

    負債については、長期借入金が減少しましたが、投資有価証券の時価評価に伴う繰延税金負債の増加により、前

   連結会計年度末に比べ513百万円増の40,071百万円となりました。 

    純資産については、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加により前連結会計年度末に比べ2,593百万 

   円増の41,236百万円となりました。以上の結果により自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.3ポイント増の 

   50.5％となりました。   

  ②キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期連結累計期間末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513百万円増の3,230百万円となりました。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   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や減価償却費の資金留保等により1,788百万 

  円の資金増加となりました。 

   （投資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・フローは、主に有形固定資産の取得により890百万円の資金支出となりました。 

   （財務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・フローは、長期借入金の減少により385百万円の資金支出となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間の当社グループ業績は、概ね期首予想（平成24年５月10日発表の予想数値）に沿って

推移しております。従って、連結業績予想については変更しておりません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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) 

  当社及び国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  これによる損益に与える影響は、軽微であります。  

  

   

 該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,739 3,253

受取手形及び営業未収金 4,707 4,567

繰延税金資産 315 295

その他 340 336

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 8,100 8,449

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,832 28,384

機械装置及び運搬具（純額） 483 455

工具、器具及び備品（純額） 490 458

土地 20,152 20,157

建設仮勘定 362 746

有形固定資産合計 50,322 50,202

無形固定資産   

借地権 737 1,016

その他 295 336

無形固定資産合計 1,033 1,353

投資その他の資産   

投資有価証券 16,727 19,550

繰延税金資産 521 523

その他 1,520 1,253

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 18,744 21,302

固定資産合計 70,100 72,858

資産合計 78,200 81,307

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,081 2,111

短期借入金 4,470 4,560

1年内返済予定の長期借入金 7,058 6,415

未払法人税等 615 370

未払費用 809 814

その他 972 792

流動負債合計 16,008 15,063

固定負債   

長期借入金 12,598 12,983

繰延税金負債 4,795 5,909



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

退職給付引当金 1,595 1,611

長期預り敷金保証金 4,030 3,977

その他 530 525

固定負債合計 23,548 25,007

負債合計 39,557 40,071

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,602 3,602

資本剰余金 2,790 2,790

利益剰余金 23,778 24,382

自己株式 △5 △5

株主資本合計 30,165 30,769

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,324 10,311

為替換算調整勘定 △21 △20

その他の包括利益累計額合計 8,302 10,291

少数株主持分 175 176

純資産合計 38,643 41,236

負債純資産合計 78,200 81,307



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業収益   

保管料 2,826 2,942

倉庫作業料 2,813 2,858

陸運料 4,131 4,030

国際貨物取扱料 3,145 2,960

物流賃貸料 784 815

不動産賃貸料 2,183 2,173

その他 1,236 1,610

営業収益 17,120 17,390

営業原価   

作業費 7,374 7,091

人件費 2,788 2,852

賃借料 859 961

租税公課 433 406

減価償却費 1,086 1,004

その他 2,013 2,477

営業原価 14,554 14,793

営業総利益 2,565 2,596

販売費及び一般管理費   

報酬及び給料手当 657 651

福利厚生費 81 84

退職給付費用 23 28

減価償却費 148 31

支払手数料 163 159

租税公課 27 37

その他 215 244

販売費及び一般管理費合計 1,319 1,237

営業利益 1,246 1,359

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 140 174

雑収入 18 17

営業外収益合計 160 191

営業外費用   

支払利息 185 161

雑支出 1 10

営業外費用合計 187 171

経常利益 1,218 1,379



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 3

投資有価証券売却益 4 14

特別利益合計 5 17

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産廃棄損 19 16

投資有価証券評価損 － 120

特別損失合計 19 137

税金等調整前四半期純利益 1,204 1,259

法人税、住民税及び事業税 473 418

法人税等調整額 13 23

法人税等合計 486 441

少数株主損益調整前四半期純利益 717 818

少数株主利益 7 2

四半期純利益 709 815



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 717 818

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 783 1,987

為替換算調整勘定 1 1

その他の包括利益合計 785 1,989

四半期包括利益 1,502 2,807

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,494 2,804

少数株主に係る四半期包括利益 8 2



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,204 1,259

減価償却費 1,234 1,036

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 16

受取利息及び受取配当金 △141 △174

支払利息 185 161

固定資産売却損益（△は益） △0 △3

固定資産廃棄損 19 16

投資有価証券売却損益（△は益） △4 △14

投資有価証券評価損益（△は益） － 120

売上債権の増減額（△は増加） △115 141

仕入債務の増減額（△は減少） △94 29

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △2 △52

その他 △86 △98

小計 2,222 2,438

利息及び配当金の受取額 141 174

利息の支払額 △187 △161

法人税等の支払額 △459 △662

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,717 1,788

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 △170 △947

有形固定資産の売却による収入 0 3

無形固定資産の取得による支出 △51 △94

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 136 168

その他 △16 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △101 △890

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 1,110 1,100

短期借入金の返済による支出 △1,018 △1,010

長期借入れによる収入 2,300 3,500

長期借入金の返済による支出 △3,751 △3,758

配当金の支払額 △212 △212

その他 △3 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,576 △385

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41 513

現金及び現金同等物の期首残高 2,827 2,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,868 3,230



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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  

（注）１．セグメント利益の調整額△958百万円には、セグメント間取引消去△11百万円、各報告セグメン 

        トに配分していない全社費用△946百万円が含まれております。全社費用は、親会社の総務部門 

    等、管理部門に係る費用であります。 

   ２．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。  

  

    Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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  

（注）１．セグメント利益の調整額△863百万円には、セグメント間取引消去△21百万円、各報告セグメン 

        トに配分していない全社費用△842百万円が含まれております。全社費用は、親会社の総務部門 

    等、管理部門に係る費用であります。 

   ２．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。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

 報告セグメント    

調整額  

（注）１ 

（百万円） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額  

（注）２ 

（百万円）

物流事業 

（百万円）

不動産事業 

（百万円）

計 

（百万円）

営業収益      

外部顧客への営業収益  14,522  2,597  17,120  －  17,120

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 8  198  207  △207  －

計  14,530  2,796  17,327  △207  17,120

セグメント利益  1,183  1,020  2,204  △958  1,246

  

 報告セグメント    

調整額  

（注）１ 

（百万円） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額  

（注）２ 

（百万円）

物流事業 

（百万円）

不動産事業 

（百万円）

計 

（百万円）

営業収益      

外部顧客への営業収益  14,415  2,975  17,390  －  17,390

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 7  228  236  △236  －

計  14,423  3,203  17,626  △236  17,390

セグメント利益  1,123  1,099  2,223  △863  1,359
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