
2023年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022年10月28日

上 場 会 社 名 株式会社杉村倉庫 上場取引所 東

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) 福西 康人

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経理部長 (氏名) 小松 圭作 (TEL)06-6571-1221

四半期報告書提出予定日 2022年11月14日 配当支払開始予定日 2022年12月１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)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 5,249 6.0 537 △0.3 529 1.2 341 △0.2

2022年３月期第２四半期 4,952 △2.9 538 △15.1 522 △15.7 342 △33.4
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 368百万円( △1.5％) 2022年３月期第２四半期 373百万円(△22.7％)
　

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

2023年３月期第２四半期 20.92 20.90

2022年３月期第２四半期 20.97 20.94
　

　

（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 ％

2023年３月期第２四半期 21,795 14,834 68.1

2022年３月期 21,907 14,542 66.4
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 14,833百万円 2022年３月期 14,539百万円
　

　

　

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

2022年３月期 － 3.00 － 4.50 7.50

2023年３月期 － 3.00

2023年３月期(予想) － 5.00 8.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 10,800 6.0 1,120 △4.7 1,100 △3.7 730 △8.8 44.72
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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) 2023年３月期２Ｑ 16,414,110株 2022年３月期 16,408,110株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 73,775株 2022年３月期 70,075株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 16,324,641株 2022年３月期２Ｑ 16,308,687株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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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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

当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による行動制限の緩和により、個

人消費を中心として持ち直しの動きを見せておりましたが、夏場での感染再拡大ならびにウクライナ情勢や各国金融政

策に起因する資源高や物価上昇などにより回復のペースが鈍化しました。

倉庫物流業界におきましても、入出庫高や保管残高は伸び悩んでおり、燃料費や動力光熱費などのコスト増加が顕在

化していることから、先行きが不透明な状況となっております。

このような情勢のもと、当社グループは業務のより一層の効率化を行い高品質の物流サービスを提供して、顧客満足

度を向上させることを目指してまいりました。

　当第2四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は52億4千9百万円となり、前年同四半期に比べ2億9千6百

万円（6.0％）の増収となりました。営業原価は、前期1月に開設した新規営業所の倉庫賃借料が増加したことなどによ

り41億5千7百万円となり、前年同四半期に比べ2億2百万円（5.1％）増加し、販売費及び一般管理費は、前期に稼働を開

始した基幹システムの償却費が増加したことなどにより5億5千5百万円となり、前年同四半期に比べ9千6百万円（21.0

％）増加しました。これらにより営業利益は5億3千7百万円となり、前年同四半期に比べ1百万円（0.3％）の減益となり

ましたが、支払利息が減少したことなどにより経常利益は5億2千9百万円となって、前年同四半期に比べ6百万円（1.2

％）の増益となりました。特別損失に固定資産除却損1千4百万を計上し、法人税等合計1億7千3百万を差し引くと、親会

社株主に帰属する四半期純利益は3億4千1百万円となり、前年同四半期に比べ若干（0.2％）の減益となりました。

セグメントの経営業績を示すと次のとおりであります。

(物流事業)

倉庫業務は前期1月に新規営業所(江東営業所)が開設されたことなどにより、前年同四半期に比べ保管料や荷役荷捌料

収入が増加しました。運送業務は前年同四半期は低調だった配送の取扱が回復を見せ、移転作業の取扱も増加しまし

た。その結果、外部顧客に対する営業収益は44億1千8百万円となり、前年同四半期に比べ3億6百万円（7.5％）の増収と

なりました。営業原価で賃借使用料や動力光熱費などが増加し、販売費及び一般管理費で基幹システムの償却費などが

増加しましたが、セグメント利益は2億8千7百万円となり、前年同四半期に比べ4千9百万円（20.7％）の増益となりまし

た。

(不動産事業）

既存物件で新規顧客への賃貸が開始されましたが、駐車場賃貸で大口契約の解約が発生したことなどにより、外部顧

客に対する営業収益は6億4千5百万円となり、前年同四半期に比べ3百万円（0.6％）の減収となりました。また、基幹シ

ステムの償却費や修繕費などが増加したことにより、セグメント利益は4億4千万円となり、前年同四半期に比べ3千4百

万円（7.2％）の減益となりました。

(その他の事業）

ゴルフ練習場は猛暑の影響などにより入場者数が減少し、営業収益が1億3千6百万円となり減収となりました。売電事

業は日照量の増加により発電量が増加したため、営業収益が4千9百万円となり増収となりました。

以上により、その他の事業の外部顧客に対する営業収益は1億8千5百万円となり、前年同四半期に比べ6百万円（3.1

％）の減収となりました。セグメント利益は7千9百万円となり、前年同四半期に比べ7百万円（8.4％）の減益となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は217億9千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億1千2百万円減少しまし

た。これは、固定資産において建物及び構築物の減価償却が進んだことなどによります。負債合計は69億6千万円とな

り、前連結会計年度末に比べ4億4百万円減少しました。これは、固定負債において長期借入金が減少したことなどによ

ります。純資産合計は148億3千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億9千2百万円増加しました。これは、株主資

本の利益剰余金が増加したことなどによります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年3月期の連結業績予想は新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢の影響が通期にわたり継続するとの仮定

のもと、本日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える可能性のある要因を織り込んで作成してお

ります。第2四半期連結累計期間での業績は期初予想に対して上振れて推移しており、第3四半期連結累計期間以降に

おいても、期初の見通しに対して増益要因が見込まれております。これらを踏まえ、通期連結業績予想及び期末配当

予想を修正いたします。詳細につきましては、本日開示しております「通期業績予想及び配当予想の修正（増配）の

お知らせ」をご覧ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,908,958 3,225,412

受取手形及び売掛金 1,175,869 1,036,929

リース投資資産（純額） 2,740,275 2,692,623

その他 145,662 103,464

貸倒引当金 △4,483 △4,227

流動資産合計 6,966,282 7,054,203

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,514,808 7,302,332

機械装置及び運搬具（純額） 380,640 354,789

工具、器具及び備品（純額） 139,510 143,220

土地 4,557,435 4,557,435

リース資産（純額） 25,303 30,652

建設仮勘定 － 69,300

有形固定資産合計 12,617,699 12,457,731

無形固定資産

借地権 295,290 295,290

その他 787,289 698,363

無形固定資産合計 1,082,579 993,653

投資その他の資産

投資有価証券 730,312 764,150

繰延税金資産 150,646 153,761

その他 381,377 392,922

貸倒引当金 △21,387 △21,387

投資その他の資産合計 1,240,949 1,289,447

固定資産合計 14,941,229 14,740,833

資産合計 21,907,511 21,795,037
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 362,669 307,120

1年内返済予定の長期借入金 760,488 877,318

未払金 60,135 125,544

リース債務 7,199 9,057

未払法人税等 63,739 79,610

未払消費税等 114,911 110,521

賞与引当金 184,701 188,735

未払費用 265,259 260,615

その他 154,671 128,269

流動負債合計 1,973,774 2,086,793

固定負債

長期借入金 4,172,417 3,642,183

長期預り金 141,540 169,502

リース債務 20,690 24,620

繰延税金負債 41,760 75,001

役員退職慰労引当金 205,394 171,165

退職給付に係る負債 770,067 755,278

資産除去債務 35,940 36,171

その他 3,870 －

固定負債合計 5,391,680 4,873,922

負債合計 7,365,455 6,960,716

純資産の部

株主資本

資本金 2,628,409 2,629,549

資本剰余金 2,423,470 2,427,310

利益剰余金 9,323,992 9,591,935

自己株式 △36,255 △42,456

株主資本合計 14,339,616 14,606,339

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 238,187 260,962

退職給付に係る調整累計額 △38,054 △34,135

その他の包括利益累計額合計 200,132 226,827

新株予約権 2,307 1,155

純資産合計 14,542,056 14,834,321

負債純資産合計 21,907,511 21,795,037
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

営業収益 4,952,745 5,249,638

営業原価 3,954,947 4,157,174

営業総利益 997,798 1,092,464

販売費及び一般管理費

給料及び手当 242,511 254,195

その他 216,615 301,215

販売費及び一般管理費合計 459,126 555,410

営業利益 538,671 537,053

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 17,481 21,431

社宅使用料 14,570 15,074

その他 8,133 8,077

営業外収益合計 40,187 44,584

営業外費用

支払利息 33,825 27,822

支払手数料 13,358 12,782

その他 8,733 11,879

営業外費用合計 55,918 52,483

経常利益 522,940 529,155

特別損失

固定資産除却損 － 14,599

投資有価証券売却損 2,171 －

特別損失合計 2,171 14,599

税金等調整前四半期純利益 520,768 514,556

法人税、住民税及び事業税 151,675 154,509

法人税等調整額 27,045 18,582

法人税等合計 178,720 173,091

四半期純利益 342,048 341,464

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 342,048 341,464
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 342,048 341,464

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 27,329 22,774

退職給付に係る調整額 4,521 3,919

その他の包括利益合計 31,851 26,694

四半期包括利益 373,899 368,158

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 373,899 368,158

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（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）

該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021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並びに収益の分解情報

(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

物流事業 不動産事業
その他の
事業

計

営 業 収 益

顧客との契約から生じ
る収益

4,111,425 ― 191,766 4,303,192 ― 4,303,192

その他の収益(注)3 ― 649,553 ― 649,553 ― 649,553

外部顧客に対する営業
収益

4,111,425 649,553 191,766 4,952,745 － 4,952,745

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

11,880 75,419 18,360 105,659 △105,659 －

計 4,123,305 724,973 210,126 5,058,405 △105,659 4,952,745

セグメント利益 238,496 474,592 87,246 800,335 △261,663 538,671

(注)1 調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額261,663千円は、各報告セグメントに配分されていない全社費用であります。全社費

用は、親会社の本社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。

3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。
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Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022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並びに収益の分解情報

(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

物流事業 不動産事業
その他の
事業

計

営 業 収 益

顧客との契約から生じ
る収益

4,418,131 ― 185,749 4,603,880 ― 4,603,880

その他の収益(注)3 ― 645,757 ― 645,757 ― 645,757

外部顧客に対する営業
収益

4,418,131 645,757 185,749 5,249,638 － 5,249,638

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

8,760 53,327 14,430 76,517 △76,517 －

計 4,426,891 699,085 200,179 5,326,156 △76,517 5,249,638

セグメント利益 287,877 440,564 79,933 808,375 △271,321 537,053

(注)1 調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額271,321千円は、各報告セグメントに配分されていない全社費用であります。全社費

用は、親会社の本社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。

3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。
　

　


