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当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基

づいて作成しております。 

 
１【四半期財務諸表】 

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円） 

 
前事業年度 

（平成25年３月31日） 
当第３四半期会計期間 
（平成25年12月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,991,839 1,892,834

営業未収入金 213,771 232,185

有価証券 131,000 102,300

たな卸資産     10,606     11,179

銀行代理業務未決済金 32,468 72,529

その他 31,463 42,714

貸倒引当金 △ 1,435 △ 1,686

流動資産合計 2,409,713 2,352,056

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 921,559 892,923

土地 1,244,380 1,242,676

その他（純額） 99,679 93,931

有形固定資産合計  2,265,618  2,229,532

無形固定資産 66,758 58,380

投資その他の資産 

その他 67,324 77,463

貸倒引当金 △ 2,906 △ 3,001

投資その他の資産合計 64,417 74,462

固定資産合計 2,396,795 2,362,374

資産合計 4,806,509 4,714,431
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（単位：百万円） 

 
前事業年度 

（平成25年３月31日） 
当第３四半期会計期間 
（平成25年12月31日） 

負債の部 

流動負債 

営業未払金 40,511 66,243

未払金 251,233 166,938

生命保険代理業務未決済金 10,312 2,321

未払法人税等 3,951 2,523

預り金 312,666 257,664

郵便局資金預り金 1,280,000 1,260,000

賞与引当金 84,424 21,495

店舗建替等損失引当金 431 412

その他 98,878 153,439

流動負債合計 2,082,410 1,931,039

固定負債 

退職給付引当金 2,157,310 2,162,195

役員退職慰労引当金 265 －

店舗建替等損失引当金 198 198

繰延税金負債 100 106

その他 23,148 27,158

固定負債合計 2,181,022 2,189,659

負債合計 4,263,433 4,120,698

純資産の部 

株主資本 

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 300,000 300,000

利益剰余金 143,076 193,732

株主資本合計 543,076 593,732

純資産合計 543,076 593,732

負債純資産合計 4,806,509 4,714,431
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(2)【四半期損益計算書】 

【第３四半期累計期間】 

                     （単位：百万円） 

営業収益 

郵便業務等収益 1,325,821 

銀行代理業務手数料 460,939 

生命保険代理業務手数料 275,418 

その他の営業収益 25,906 

営業収益合計 2,088,086 

営業原価 1,882,128 

営業総利益 205,957 

販売費及び一般管理費 137,917 

営業利益 68,040 

営業外収益  

 受取賃貸料 8,771 

 その他 5,802 

 営業外収益合計 14,573 

営業外費用  

賃貸費用 5,072 

その他 1,261 

 営業外費用合計 6,333 

経常利益 76,280 

特別利益  

 固定資産売却益 136 

 移転補償料 385 

受取補償金 317 

特別利益合計 838 

特別損失  

固定資産除却損 2,077 

減損損失 2,257 

システム契約解約損 1,563 

その他 38 

特別損失合計 5,936 

税引前四半期純利益 71,182 

法人税、住民税及び事業税 5,504 

法人税等調整額 6 

法人税等合計 5,511 

四半期純利益 65,671 

 
当第３四半期累計期間 
（自 平成25年４月１日 

    至 平成25年12月31日）
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【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係） 

偶発債務に関する事項 

一部の借入郵便局局舎の賃貸借契約については、当社がその全部又は一部を解約した場合において、貸主から解約補

償を求めることができる旨を契約書に記載しております。解約補償額は、貸主が郵便局局舎に対して投資した総額のう

ち、解約時における未回収投資額を基礎に算出することとしておりますが、平成 25年 12 月 31 日現在、発生する可能

性のある解約補償額は次のとおりであります。 

前事業年度 

（平成 25年３月 31日） 

当第３四半期会計期間 

（平成 25年 12 月 31 日） 

114,975 百万円 116,682 百万円 

なお、当社の都合により解約した場合であっても、局舎を他用途へ転用する等のときは補償を減額することから、全

額が補償対象とはなりません。 

 

（四半期損益計算書関係） 

   当社は、事業の性質上、営業収益に季節的変動があり、上半期に比し、下半期の割合が多くなる傾向があります。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に

係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

 当第３四半期累計期間 

（自 平成25年４月１日 

至 平成25年12月31日） 

減価償却費 70,686 百万円 

 

（株主資本等関係） 

当第３四半期累計期間（自 平成 25年４月１日 至 平成 25年 12月 31 日） 

配当金支払額 

決  議 
株式の 

種類 

配当金の総額

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

配当の 

原資 

平成25年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 15,015 3,753.87 平成25年３月31日 平成25年６月28日

利 益 

剰余金 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当第３四半期累計期間（自 平成 25年４月１日 至 平成 25年 12 月 31 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 

（単位：百万円）   

 報告セグメント 

 郵便事業 郵便局事業 計 
その他 合計 

営業収益 

外部顧客に対する営業収益 1,325,866 762,219 2,088,086 － 2,088,086

セグメント間の内部営業収益 8,411 135,201 143,612 － 143,612

計 1,334,278 897,420 2,231,698 － 2,231,698

セグメント利益 13,462 54,577 68,040 － 68,040

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調

整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利益 金額 

報告セグメント計 68,040

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 －

四半期損益計算書の営業利益 68,040

 

 

（１株当たり情報） 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 当第３四半期累計期間 

（自 平成25年４月１日 

至 平成25年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 16,417.93

（算定上の基礎）  

四半期純利益 百万円 65,671

普通株主に帰属しない金額 百万円 －

普通株式に係る四半期純利益 百万円 65,671

普通株式の期中平均株式数 千株 4,000

（注）なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないので記載しておりません。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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２【その他】 

該当事項はありません。 

 

 


