
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 (％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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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 2,328 △1.5 203 △2.0 194 2.2 109 3.7

25年３月期第１四半期 2,363 3.1 207 3.7 190 △1.8 105 △11.0

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 77百万円( 17.7％) 25年３月期第１四半期 66百万円(△28.4％)

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

26年３月期第１四半期 6.94 ―
25年３月期第１四半期 6.69 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 18,327 8,620 47.0
25年３月期 17,999 8,590 47.7

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 8,612百万円 25年３月期 8,582百万円

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

25年３月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 3.00 ― 3.00 6.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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) 4,695 △0.6 335 △18.3 285 △19.1 150 △1.2 9.5

通期 9,515 1.6 775 0.1 655 △7.3 350 5.3 22.1

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 
    (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 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

（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 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（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) 26年３月期１Ｑ 15,876,010株 25年３月期 15,876,010株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 61,757株 25年３月期 60,799株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 15,814,493株 25年３月期１Ｑ 15,815,212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が実施中です。

※ 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3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ
い。
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当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導の経済政策や金融政策による期待感から円

安、株高へと転じ、輸出関連を中心に景況感が上向きつつあります。しかし、その一方で先進国の債務問題

や新興国の成長の減速などの不安材料も抱えており、先行きに不透明感が強まる状況で推移しております。

このような環境の下、当社グループとしましては、様々な顧客ニーズに柔軟に対応できるよう積極的な営

業活動を行ってまいりました。また、業務品質の向上を図るために前連結会計年度から引き続き、既存設備

の改修・整備に加え新規施設設備の拡充のための計画・立案に取組んでおります。 

当第1四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は、23億2千8百万円となり、前年同四半期に

比べ3千4百万円（1.5％）の減収となりました。営業原価は19億1千8百万円となり、前年同四半期に比べ2千

6百万円（1.4％）減少しました。販売費及び一般管理費は2億6百万円となり、前年同四半期に比べ3百万円

（1.7％）減少しましたが、営業利益は2億3百万円となり、前年同四半期に比べ4百万円（2.0％）の減益と

なりました。しかし、営業外収益において受取配当金が増加し、営業外費用において支払利息が減少しまし

たので、経常利益は1億9千4百万円となって、前年同四半期に比べ4百万円（2.2％）の増益となりました。

特別損益は発生せず、当四半期純利益は1億9百万円となり、前年同四半期に比べ3百万円（3.7％）の増益と

なりました。 

  

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

（倉庫業） 

当第1四半期連結累計期間は、米の期末在庫が前年同四半期に比べ増加したものの、電気機械や紙などの

入出庫が減少し、保管料収入が減少しました。また、食料品や電機部品などの取扱が増加して荷役荷捌料収

入や運送手配料収入が増加しました。この結果、外部顧客に対する営業収益は、12億1千4百万円となり、前

年同四半期に比べ2千5百万円（2.1％）の増収となりました。しかし、コスト面では運送費用や人件費、修

繕費、租税公課などが増加しましたので、前年同四半期に比べ9百万円（86.4％）損失額が増加し、2千万円

のセグメント損失となりました。 

  

（運送業） 

オフィスの移転作業や機械配送、リネンサプライの配送業務などの取扱は堅調に推移しましたが、事務器

や航空貨物の配送、販促品の運送付帯作業が減少しました。この結果、外部顧客に対する営業収益は8億1千

2百万円となり、前年同四半期に比べ5千7百万円（6.6％）の減収となりました。しかし、コスト面で運送費

用や作業費用、人件費等が減少しましたので、前年同四半期に比べ2千3百万円（83.9％）の増益となり、5

千万円のセグメント利益となりました。 

  

（不動産賃貸業） 

昨年12月と今年5月の新規の賃貸物件2棟の稼働が増収要因となりましたが、一部のテナントとの契約切れ

や料金の改定などの影響により、外部顧客に対する営業収益は2億4千2百万円となって、前年同四半期に比

べ7百万円（2.9％）の減収となりました。コスト面では減価償却費が増加し、前年同四半期に比べ1千8百万

円（10.5％）の減益となり、1億6千1百万円のセグメント利益となりました。 

  

（その他の事業） 

ゴルフ練習場は、入場者数が増加して営業収益は5千6百万円となり、前年同四半期に比べ2百万円

（4.8％）の増収となりました。コスト面では減価償却費や人件費、業務委託費等が増加しました。 

売電事業は、6月より太陽光発電設備が大阪市の福崎倉庫にて新規稼働し、営業収益が2百万円となり、減価

償却費を含めた諸費用が1百万円発生しました。 

以上により、その他の事業の営業収益は5千9百万円となり、前年同四半期に比べ5百万円（9.8%）の増収

となり、セグメント利益は1千万円となりました。 

1．当四半期決算に関する定性的情報

（1）経営成績に関する説明
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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3億2千7百万円増加し、183億2千7百

万円となりました。これは、受取手形及び売掛金などの減少により流動資産が1億5千8百万円減少したのに

対し、機械装置及び運搬具、建設仮勘定などの増加で固定資産が4億8千5百万円増加したことによります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ2億9千7百万円増加し、97億6百万円となりました。これは、固定負債

の長期借入金が2億2千7百万円増加したことなどによります。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3千万

円増加し、86億2千万円となりました。これは、剰余金の留保により利益剰余金が6千2百万円増加し、その

他有価証券評価差額金が3千1百万円減少したことなどによります。 

  

平成26年3月期の業績予想につきましては、平成25年4月25日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。今後、何らかの変更がある場合には適切に開示してまいります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（2）財政状態に関する説明

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

-3-

㈱杉村倉庫(9307)平成26年3月期　第1四半期決算短信



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)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,192,742 1,346,361

受取手形及び売掛金 985,590 816,055

リース投資資産（純額） 124,670 123,926

有価証券 927,973 868,099

繰延税金資産 99,732 57,488

未収消費税等 18,302 7,215

その他 122,950 94,420

貸倒引当金 △5,101 △4,767

流動資産合計 3,466,861 3,308,799

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,375,082 6,374,815

機械装置及び運搬具（純額） 268,048 404,435

工具、器具及び備品（純額） 71,470 75,624

土地 4,913,971 4,913,971

リース資産（純額） 21,368 18,142

建設仮勘定 44,002 442,980

有形固定資産合計 11,693,944 12,229,969

無形固定資産   

借地権 295,290 295,290

その他 15,045 14,625

無形固定資産合計 310,335 309,915

投資その他の資産   

投資有価証券 2,143,497 2,096,629

繰延税金資産 87,321 86,147

その他 318,627 316,978

貸倒引当金 △21,387 △21,387

投資その他の資産合計 2,528,059 2,478,368

固定資産合計 14,532,338 15,018,253

資産合計 17,999,200 18,327,053

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 355,481 263,161

1年内返済予定の長期借入金 2,240,012 2,478,442

未払金 9,204 56,093

リース債務 13,551 13,387

未払法人税等 130,860 51,072

未払消費税等 21,641 29,642

賞与引当金 152,378 75,992

未払費用 230,612 234,869

その他 127,130 152,053

流動負債合計 3,280,872 3,354,715
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 4,753,694 4,981,186

長期預り金 236,400 236,400

リース債務 8,885 5,661

繰延税金負債 246,873 230,747

退職給付引当金 501,687 510,557

役員退職慰労引当金 148,495 155,379

資産除去債務 32,051 32,151

固定負債合計 6,128,086 6,352,084

負債合計 9,408,959 9,706,799

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 3,278,873 3,341,102

自己株式 △16,185 △16,433

株主資本合計 8,117,100 8,179,082

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 465,791 433,821

その他の包括利益累計額合計 465,791 433,821

新株予約権 7,350 7,350

純資産合計 8,590,241 8,620,253

負債純資産合計 17,999,200 18,327,053
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益 2,363,530 2,328,914

営業原価 1,945,895 1,918,934

営業総利益 417,634 409,980

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 116,355 115,236

その他 94,143 91,739

販売費及び一般管理費合計 210,498 206,976

営業利益 207,135 203,003

営業外収益   

受取利息 328 229

受取配当金 17,777 22,998

社宅使用料 5,593 5,821

その他 5,641 6,336

営業外収益合計 29,341 35,386

営業外費用   

支払利息 39,214 34,722

持分法による投資損失 1,341 3,137

その他 5,259 5,597

営業外費用合計 45,816 43,457

経常利益 190,660 194,933

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 4,200 －

特別損失合計 4,200 －

税金等調整前四半期純利益 186,460 194,933

法人税、住民税及び事業税 37,747 46,351

法人税等調整額 42,937 38,891

法人税等合計 80,685 85,242

少数株主損益調整前四半期純利益 105,775 109,690

少数株主利益 － －

四半期純利益 105,775 109,690
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 105,775 109,690

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △39,805 △32,019

持分法適用会社に対する持分相当額 72 50

その他の包括利益合計 △39,733 △31,969

四半期包括利益 66,041 77,720

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 66,041 77,720

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第1四半期連結累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第1四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第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) 

1．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 調整額442,885千円は、セグメント間取引消去額であります。 

  2 セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益に一致しております。 

  

2．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

3．報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。 

当該変更による当第1四半期連結累計期間のセグメント損益に与える影響額は軽微であります。 

  

（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

（セグメント情報等）

(単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)1

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)2

倉庫業 運送業
不動産
賃貸業

その他の
事業

計

営 業 収 益

 外部顧客に対する営業
収益

1,189,474 870,024 249,729 54,301 2,363,530 ─ 2,363,530

 セグメント間の内部営
業収益又は振替高

10,830 378,602 41,811 11,641 442,885 △442,885 ─

計 1,200,304 1,248,627 291,540 65,943 2,806,415 △442,885 2,363,530

セグメント利益又は損失
(△)

△10,803 27,679 180,362 9,897 207,135 ─ 207,135
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当第1四半期連結累計期間(自  平成25年4月1日  至  平成25年6月30日) 

1．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 調整額447,396千円は、セグメント間取引消去額であります。 

  2 セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益に一致しております。 

3 当第1四半期連結累計期間から当社において、新たに売電事業を開始しており、「その他の事業」に含めてお

ります。 

  

2．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

3．報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

(単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)1

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)2

倉庫業 運送業
不動産
賃貸業

その他の
事業(注)3

計

営 業 収 益

 外部顧客に対する営業
収益

1,214,598 812,196 242,488 59,631 2,328,914 ─ 2,328,914

 セグメント間の内部営
業収益又は振替高

13,665 380,277 41,811 11,641 447,396 △447,396 ─

計 1,228,263 1,192,474 284,299 71,273 2,776,310 △447,396 2,328,914

セグメント利益又は損失
(△)

△20,132 50,902 161,446 10,787 203,003 ─ 203,003
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