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１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績                   記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18 年９月中間期 ５，２８７ (△2.2) ２４ (885.8) ４２ (156.0) 

17 年９月中間期 ５，４０８ (1.2) ２ (－) １６ (－) 

18 年３月期 １１，１４７  ９４  １１０  
 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 

18 年９月中間期 ３８ (307.5) １１ ９４ － － 

17 年９月中間期 ９ (－) ２ ９４ － － 

18 年３月期 ５７  １６ ４７ － － 
(注) １．持分法投資損益    18 年９月中間期  21 百万円、17 年９月中間期  10 百万円、18 年３月期  12 百万円 

２．期中平均株式数(連結) 18 年９月中間期 3,186,185 株、17 年９月中間期 3,175,047 株、18 年３月期 3,177,391 株 

３．会計処理の方法の変更  無 

４．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18 年９月中間期 ７，５４８ ２，８５９ ３７．２ ８７９ ３３ 

17 年９月中間期 ７，２３４ ２，７７０ ３８．３ ８７２ ４７ 

18 年３月期 ７，４０４ ２，９４０ ３９．７ ９２２ ９６ 
(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年９月中間期 3,192,447 株、17 年９月中間期 3,175,234 株、18 年３月期 3,179,922 株 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18 年９月中間期 １９ △２７９ ３２７ ９２５ 

17 年９月中間期 △２５ △１８ ９８ ６４９ 

18 年３月期 ２０４ △４２ △４６ ７０９ 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ４社  持分法適用非連結子会社数 ０社  持分法適用関連会社数 ３社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） １社  （除外） ０社  持分法（新規） ０社  （除外） ０社 
 

２．19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円 
通期 

１０，８００   ７０   ６０   

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  18 円 79 銭 

※ 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 

荷主側の物流合理化による取扱量の減少や不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大きく異なる可能性が

あります。 

なお、上記業績予想に関する事項は添付資料の５ページを参照してください。 
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 添 付 資 料  

１．企業集団等の概況 

(1) 事業の種類と主な担当会社名 
 

事業の種類 事業を行う会社名 

石油類・ドラム缶・その他商品販売事業  

１．ドラム缶販売 連結財務諸表提出会社（以下当社という）、サンドラム㈱ 

２．石油類販売 当社、京極石油㈱ 

３．その他商品販売 当社、京極石油㈱ 

貨物自動車運送事業 当社、京浜京極運送㈱、㈱ＴＳトランスポート、㈱弥生京極社 

その他  

構内作業・機械荷役事業 当社 

港湾運送及び通関事業 当社 

倉庫事業 当社 

タンク洗滌・修理事業 日本タンクサービス㈱ 

貸ビル業 京極興業㈱ 

(2) 事業の系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 連結子会社及び関連会社は次のとおりであります。 

①子会社（＊連結子会社） ②関連会社（※持分法適用会社） 

＊京極石油㈱ ※サンドラム㈱ 

＊京浜京極運送㈱ ※㈱弥生京極社 

＊日本タンクサービス㈱ ※京極興業㈱ 

＊㈱ＴＳトランスポート  

京極石油㈱ 

当  社 

サンドラム㈱ 

京極興業㈱ 

当  社 

日本タンクサービス㈱ 

当  社 

㈱弥生京極社 

㈱ＴＳトランスポート 

京浜京極運送㈱ 
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当  社 

新日本石油㈱ 

新日本石油㈱ 

新日本石油㈱ 

当  社 

当  社 

ドラム缶の販売 

石油製品類・化学品の配送

石油製品 

車両燃料供給 

ドラム缶洗滌・修理 

傭  車 

傭  車 

港湾運送及び通関 

構内作業・倉庫保管他 

タンク洗滌・修理 

建物賃貸 

【事業の種類】 【事業を行う会社名】 【取引内容】 
【当社及び 
その他の関係会社】
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは 1891 年（明治24 年）創業以来、石油製品、液体化学品、高圧ガス等に関連した運送事業を

中心とし、港湾運送、通関業務、倉庫事業、ドラム缶等の容器販売事業、タンク洗滌・修理事業等総合物流関

連事業を展開してまいりました。 

当社グループは常に事業を通じての会社への奉仕を旨とし、「信用第一」を経営理念としてまいりました。

更に長年蓄積された物流のノウハウを活かし、安全かつスピーディな提案型営業を積極的に推進しております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

株主各位に対し、安定的な配当の継続を重視することを基本方針としております。また、内部留保金につき

ましては、同業他社との厳しい競争に対処すべく、営業力強化のため、有効な設備に充当することを予定して

おります。 

 

(3) 目標とする経営指標 

経営基盤確立のため、有利子負債の削減及び安定的な経常利益の確保に努めてまいります。 

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは中期の展望（平成18 年～平成21 年）において、収益性の向上のため組織の簡素化、事務効

率化、安全作業、有効な設備投資、人材の最適配置に努め、より安定した事業体制を確立することを目指して

おります。 

特に主力事業部門の貨物自動車運送事業においては、運送効率の向上、既存得意先の取扱量増、新規得意先

の獲得に重点を置き、推進してまいります。 

特に新規得意先の獲得では、出資先であった運送会社の事業撤退に伴い、平成 18 年 8 月より一部得意先と

の取引を当社子会社の㈱ＴＳトランスポートにて継承し、売上高の増進に努めてまいります。 

なお、ディーゼル車排ガス規制は更に強化されることから中長期の設備計画のもと、設備投資による資金面、

経費負担増を平準化し安定的な利益確保に努めてまいります。 

また、収益の向上には、事業部門間の関連を密にし、選択と集中でシナジー効果を発揮し、既存得意先から

の高い信頼のもと、増収に努めてまいります。 

 

(5) 対処すべき課題 

ア．当社グループの現状認識について 

   物流業界は、荷主の物流合理化に伴う輸送料率・作業料率の値下げが今後も継続されることが予測されま

す。 

   当社グループとしましては、提案型営業を積極的に展開する一方、組織の効率的運営によるコスト削減で

競争力のある低コスト経営の実現、及び限られた経営資源の最適配置・再配分による体質強化等をはかり、

グループ一丸となって質の良いサービスを提供することに全力を傾注し収益性の向上に取り組んで参りま

す。 

 

イ．当面の対処すべき課題 

① 石油・ドラム缶等販売事業においては、新規取引先の獲得、コストに見合った採算の採れる販売に努め

てまいります。食料品等の海外発送業務は、より一層の作業の効率化を図り、新規得意先の拡大に努めて

まいります。 

また、ドラム缶販売では、鉄鋼業界の需要の増加から再生缶の原缶不足が深刻化していますが、効率的

なドラム缶回収に努めてまいります。 

② 貨物自動車運送事業においては、荷主の物流合理化に伴う輸送料率の引下げ等に対処すべく低コスト経

営を強力に推進し、取扱量の増加に努めてまいります。また、子会社の㈱ＴＳトランスポートの立ち上げ
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による一時的な経費増が収益を圧迫することとなりますが、今後同社を採算ベースに乗せ、グループ一体

化で、新規運送取扱業務受注による取扱量の増加に対処する運送の効率的な管理体制を整えてまいります。 

コスト面では、ディーゼル車排ガス規制により諸経費増となっていますが、コンプライアンスの観点か

ら万全の対策をしてまいります。 

輸送部門における燃料費の高騰は、経営努力によるコスト削減を飲み込み、事業採算を悪化させていま

す。このため荷主各社に運賃改定を依頼し、事業採算の確保に努めてまいります。 

また、貨物自動車運送事業安全性評価事業の「安全性優良事業所」として認定され、これを期に得意先

の拡充を図ってまいります。 

③ 構内作業・機械荷役事業においては、長年培ってきたノウハウを基により高度なサービスの提供をアピ

ールし、新規構内作業の受注に努めてまいります。 

④ 港湾運送及び通関業並びに倉庫事業においては、国内外の景気の動向が売上に直接影響しますが、主要

得意先の売上増大をはじめ危険品倉庫設備の拡充で増収を見込み、更にスポット作業の受注にも努めてま

いります。 

また、高圧ガス・危険品の取扱いにおいて、他社と差別化できるノウハウの蓄積がありますが、要員の

充実を図り取扱量の増大に努力してまいります。 

⑤ タンク洗滌・修理事業においては、石油業界の厳しい競争の影響もあり、取引の条件に合わず撤退、倒

産する同業他社が出ております。当部門としては得意分野周辺の取引拡大に努め、業界での好ポジション

を確保するため社内体制もフレキシブルにし、低コストによる増収に努めてまいります。 

 

ウ．対処方針及び具体的な取組み状況 

① 経営体質の強化のために「目指そう収益アップ！！ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ３」のスローガンのもと、コ

スト競争力の強化、収益の確保、信用の向上を掲げ、全社一丸での取組みを推進しております。 

② 売上拡大のため既存の営業ルートのほか、グループの関連するあらゆるチャネルを利用した営業活動を

展開し、また、インターネット上でのホームページを充実したことでアクセス数も増えており、ビジネス

チャンスを的確に捉えるとともに広く当社グループの総合力をアピールしてまいります。 

③ 人件費は、更に人員の効率的再配分により、コスト改善を図ってまいります。 

④ 排ガス規制による車両代替の経費増、資金負担増に対処するため、車両の取得をリース契約に致しまし

た。また、規制対象車両は代替等的確に対処し、コンプライアンスの観点から企業責任を果たしてまいり

ます。 

⑤ 従業員のモチベーション向上及び経営方針達成のため、全社員によるグッドマナー推進運動の実施、管

理職社員には目標管理制度、一般社員には賞与評価制度を導入し、実績主義に基づいた成果配分を実施し

ており、着実な効果が期待されます。 

⑥ 人員の採用に当たっては、幅広い業務に対応するため派遣労働者、嘱託者等の採用を推進しております。 

 

(6) その他、会社の経営上重要な事項 

当項目に記載すべき事項はありません。 
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３．経営成績 

(1) 概況 

当中間連結会計期間（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 

 

（業績） 

当中間連結会計期間の売上高は、5,288 百万円と前年同期に比べ121 百万円（2.2％減）の減収となりまし

た。 

これを商品売上と役務売上に分けますと、前年同期に比べ前者は 150 百万円（7.4％減）の減収、後者は

30 百万円（0.9％増）の増収となります。 

次に損益面につきましては、売上の減収及び原油価格高騰に伴う車両燃料費増加等の減益要因もありまし

たが、関連会社が借地権を売却したことによる持分利益増加等もあり、経常利益は 43 百万円（前年同期比

156.0％増）、中間純利益は 38 百万円（同 307.5％増）となりました。 

 

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

ア．石油・ドラム缶等販売事業 

ドラム缶等販売において、慢性的な鉄不足による再生ドラム缶の回収量減や得意先ドラム缶工場の生産

移管による取扱減等により、売上高は1,891百万円（前年同期比7.4％減）、営業利益1 百万円（同80.0％

減）となりました。 

イ．貨物自動車運送事業 

環境規制対応による車両リース料の増加等もありましたが、ドラム缶配送の運賃改定等もあり、売上高

は 2,300 百万円（同 3.0％増）、営業利益 81 百万円（同 40.2％増）となりました。 

ウ．構内作業・機械荷役事業 

主要得意先の移転作業終了等により減収・減益となり、売上高は35百万円（同23.8％減）、営業利益は

8 百万円（同 50.6％減）となりました。 

エ．港湾運送及び通関事業 

業務形態の変更及び空調用冷媒の輸出減等による減収となりましたが、諸経費削減効果により、売上高

430 百万円（同 11.5％減）、営業利益 38 百万円（同 15.0％増）となりました。 

オ．倉庫事業 

印画紙・合成樹脂等の保管増により増収・増益となり、売上高は 276 百万円（同 10.9％増）、営業利益

は 34 百万円（同 35.2％増）となりました。 

カ．タンク洗滌・修理事業 

積極的な営業活動により増収となりましたが、外注費の増加等もあり、売上高は 357 百万円（同 0.8％

増）、営業利益は 19 百万円（同 14.0％減）となりました。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期比

276 百万円増加（42.5％増）となりました。これは、当中間連結会計期間の活動ごとの資金が67 百万円増加、

連結範囲の変更による資金148 百万円の増加により、当中間連結会計期間末には925百万円となりました。 

 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間において営業活動によって得られた資金は19 百万円（前年同期比45 百万円増加）

となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益が増加したことによるものであります。 

・投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間において投資活動によって使用された資金は279百万円（前年同期比260 百万円増

加）となりました。これは、主に貸付金の支出によるものであります。 

・財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間において財務活動によって得られた資金は327 百万円（前年同期比228 百万円増加）

となりました。これは、主な資金の増減は借入金で、当中間連結会計期間の新規借入により資金の増加と

なりました。 

 

（キャッシュ・フロー指標のトレンド） 
 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期  

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 35.2 37.8 38.3 39.7 37.2 

時価ベースの自己資本比

率（％） 
15.2 22.2 22.5 25.5 23.0 

債務償還年数（年） 24.1 19.2 － 8.2 104.0 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
5.5 3.1 － 7.8 1.4 

自己資本比率：（純資産合計－少数株主持分）／総資産 

（平成 17 年 3月期から平成18 年 3 月期までの数値につきましては、従来の「自己資本比率（自己資本／

総資産）」を「自己資本比率」の欄に記載しております。） 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) 営業キャッシュ・フローは（中間）連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、（中間）連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いについては、（中間）連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

 

(2) 通期の見通し 

わが国経済の見通しは、企業業績の好転による民間設備投資の拡大や雇用環境の改善による個人消費の伸び

等に支えられ緩やかな回復基調であるものの、先行きが不透明な原油価格の高騰や金利上昇、米国経済の減速

と円高の進行といったリスク要因が経済に及ぼす影響が懸念されます。 

このような状況下、物流業界を取り巻く事業環境は、引き続き環境面での排ガス規制対応のための車両代替

及び燃料費高騰等コストアップ要因もあり、依然として厳しい状況で推移するものと思われます。当社グルー

プといたしましては、提案型営業活動を強力に展開するとともに、サービスレベルの向上、各事業の収益構造

の見直しによる生産性向上等、利益拡大に努め、業務の効率化、事故防止、人材育成等を最重要事項として今

一段の経営改善に邁進し、競争力のある低コスト経営の実現を目指し、通期の売上高は108 億円、経常利益70

百万円、当期純利益 60 百万円を見込んでおります。 
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(3) 事業等のリスク 

ア．法規制による影響 

当社グループの主要事業である貨物自動車運送事業において、大気汚染にかかわる国及び地方自治体の環

境確保による法規制は更に強化が予定されていることから、これによる車両代替台数が通常より大幅に増え

ることとなり、設備投資及びコスト増が予想され、企業収益を圧迫することの影響が大であります。 

イ．気候条件の影響 

例えば、国内の暖冬による石油類等の輸送量の減少、冷夏による空冷用ガスの輸送量の減少など、気候条

件が主として石油・ドラム缶等販売事業、貨物自動車運送事業、港湾運送及び通関事業の損益変動要因とな

ります。 

ウ．素材価格の影響 

鉄鋼・原油、素材の価格の高騰が、例えばドラム缶販売量を減少させるなど、主として石油・ドラム缶等

販売事業（一部）、貨物自動車運送事業の損益変動要因となります。 

エ．海外の需要動向の影響 

海外の需要動向が得意先の販売量、仕入量に影響を与え、結果、主として港湾運送及び通関事業、倉庫事

業の損益変動要因となります。 

オ．入札制度による影響 

タンク洗滌・修理事業、石油・ドラム缶等販売事業（一部）の受注は入札制度で行われます。入札制度に

より他社がより廉価な価格で入札してくる場合など、入札制度での失注が、当該事業の損益変動要因となり

ます。 

  なお、上述した将来に関する事項は当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。 

 

本報告書の記載金額には消費税等は含まれておりません。また、添付資料の記載金額は単位未満を四捨五入し

て表示しております。 



 7

４．中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 
 

  前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  (平成 17 年９月 30 日) (平成 18 年９月 30 日) (平成 18 年３月 31 日) 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比
(％) 金額（千円） 

構成比 
(％) 金額（千円） 

構成比
(％) 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   729,654   1,005,663   790,523  

２．受取手形及び 
営業未収金 

※４  2,041,797   2,077,770   2,092,496  

３．たな卸資産   67,490   55,888   29,782  

４．繰延税金資産   51,786   46,740   52,375  

５．その他   178,876   160,015   162,130  

貸倒引当金   △2,778   △3,767   △3,267  

流動資産合計   3,066,825 42.4  3,342,309 44.3  3,124,039 42.2 

Ⅱ 固定資産 ※２          

１．有形固定資産           

(1) 建物及び構築物  2,918,242   2,933,692   2,908,032   

減価償却累計額  △1,851,324 1,066,918  △1,890,961 1,042,731  △1,880,593 1,027,439  

(2) 機械装置及び 
運搬具 

 425,444   447,212   436,055   

減価償却累計額  △355,474 69,970  △369,072 78,140  △364,339 71,716  

(3) 車両  3,721,694   3,398,156   3,618,411   

減価償却累計額  △3,339,971 381,723  △3,057,649 340,507  △3,284,067 334,344  

(4) 土地 ※５  1,091,217   1,245,503   1,091,217  

(5) その他  268,953   249,005   274,685   

減価償却累計額  △204,497 64,456  △197,460 51,545  △204,766 69,919  

有形固定資産 
合計 

  2,674,284   2,758,426   2,594,635  

２．無形固定資産   13,161   14,071   14,429  

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※１ 1,238,500   1,233,617   1,458,215   

(2) 長期貸付金  32,570   29,382   32,076   

(3) その他 ※１ 251,446   212,133   223,492   

貸倒引当金  △42,135 1,480,381  △41,411 1,433,721  △42,009 1,671,774  

固定資産合計   4,167,826 57.6  4,206,218 55.7  4,280,838 57.8 

資産合計   7,234,651 100.0  7,548,527 100.0  7,404,877 100.0 
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  前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  (平成 17 年９月 30 日) (平成 18 年９月 30 日) (平成 18 年３月 31 日) 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比
(％) 金額（千円） 

構成比 
(％) 金額（千円） 

構成比
(％) 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１． 支払手形及び 
営業未払金 

※４  1,306,688   1,280,901   1,334,428  

２．短期借入金 ※２  1,476,780   1,371,968   1,361,768  

３．未払法人税等   18,196   15,887   59,656  

４．未払費用   262,353   290,496   265,697  

５．その他   159,986   256,835   142,111  

流動負債合計   3,224,003 44.5  3,216,087 42.6  3,163,660 42.7 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２  342,643   640,745   312,175  

２．繰延税金負債   325,610   314,421   403,980  

３．退職給付引当金   423,946   421,628   424,317  

４．役員退職金引当金   70,957   66,945   79,266  

５．その他   29,554   29,554   29,554  

固定負債合計   1,192,710 16.5  1,473,293 19.5  1,249,292 16.9 

負債合計   4,416,713 61.0  4,689,380 62.1  4,412,952 59.6 

（少数株主持分）           

少数株主持分   47,643 0.7  － －  51,918 0.7 
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  前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  (平成 17 年９月 30 日) (平成 18 年９月 30 日) (平成 18 年３月 31 日) 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比
(％) 金額（千円） 

構成比 
(％) 金額（千円） 

構成比
(％) 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   160,000 2.2  － －  160,000 2.2 

Ⅱ 資本剰余金   1,134 0.0  － －  2,356 0.0 

Ⅲ 利益剰余金   2,232,875 30.9  － －  2,280,941 30.8 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  380,985 5.3  － －  500,746 6.8 

Ⅴ 自己株式   △4,699 △0.1  － －  △4,036 △0.1 

資本合計   2,770,295 38.3  － －  2,940,007 39.7 

負債、少数株主持
分及び資本合計 

  7,234,651 100.0  － －  7,404,877 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  160,000 2.1  － － 

２．資本剰余金   － －  4,893 0.1  － － 

３．利益剰余金   － －  2,294,678 30.4  － － 

４．自己株式   － －  △2,299 △0.0  － － 

株主資本合計   － －  2,457,272 32.6  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その有価証券評価 
差額金 

  － －  349,947 4.6  － － 

評価・換算差額等 
合計 

  － －  349,947 4.6  － － 

Ⅲ 少数株主持分   － －  51,928 0.7  － － 

純資産合計   － －  2,859,147 37.9  － － 

負債純資産合計   － －  7,548,527 100.0  － － 
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② 中間連結損益計算書 
 

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

  
(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
(％) 

金額（千円） 
百分比 
(％) 

金額（千円） 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   5,408,080 100.0  5,287,558 100.0  11,147,601 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,124,499 94.8  4,997,688 94.5  10,506,432 94.2 

売上総利益   283,581 5.2  289,870 5.5  641,169 5.8 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１          

１．販売費  33,456   18,729   55,138   

２．一般管理費  247,672 281,128 5.2 246,960 265,689 5.0 491,502 546,640 5.0 

営業利益   2,453 0.0  24,181 0.5  94,529 0.8 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  636   1,264   1,771   

２．受取配当金  9,536   11,611   13,047   

３．営業車両売却益  5,425   1,847   6,644   

４．持分法による 
投資利益 

 10,925   21,715   12,092   

５．固定資産補助金  －   777   2,994   

６．軽油引取税交付金  －   1,858   8,876   

７．その他  6,688 33,210 0.6 1,697 40,769 0.7 7,232 52,656 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  12,934   14,257   26,168   

２．売上割引  1,680   1,835   3,448   

３．営業車両売却損  1,791   5,970   4,458   

４．営業車両除却損  1,959   29   2,079   

５．その他  673 19,037 0.3 296 22,387 0.4 672 36,825 0.3 

経常利益   16,626 0.3  42,563 0.8  110,360 1.0 
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  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

  
(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

百分比
(％) 金額（千円） 

百分比 
(％) 金額（千円） 

百分比
(％) 

Ⅴ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 75   5,361   76   

２．投資有価証券 
売却益 

 377   －   15,853   

３．本社移転立退き料  －   54,911   －   

４．貸倒引当金戻入益  184   1,100   745   

５．ゴルフ会員権 
売却益 

 － 636 0.0 － 61,372 1.2 8,350 25,024 0.2 

Ⅵ 特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 93   9,654   92   

２．固定資産除却損 ※４ 2,404   3,988   2,623   

３．ゴルフ会員権 
評価損 

 450   －   －   

４．投資有価証券 
評価損 

 －   －   3,868   

５．本社移転費用  － 2,947 0.1 21,573 35,215 0.7 － 6,583 0.0 

税金等調整前中間 
（当期）純利益 

  14,315 0.2  68,720 1.3  128,801 1.2 

法人税、住民税 
及び事業税 

 23,378   11,219   88,568   

法人税等調整額  △21,040 2,338 0.0 17,351 28,570 0.6 △24,085 64,483 0.6 

少数株主利益   2,643 0.0  2,116 0.0  6,918 0.1 

中間（当期） 
純利益 

  9,334 0.2  38,034 0.7  57,400 0.5 
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③ 中間連結剰余金計算書 
 

  前中間連結会計期間 前連結会計年度 

  
(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,072  1,072 
 

Ⅱ 資本剰余金増加高       

自己株式処分差益  62 62 1,284 1,284 

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
（期末）残高 

  1,134  2,356 
 

       

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,236,402  2,236,402 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 

中間（当期）純利益  9,334 9,334 57,400 57,400 

Ⅲ 利益剰余金減少高      
 

配当金  9,592  9,592   

役員賞与  3,269 12,861 3,269 12,861 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
（期末）残高 

  2,232,875  2,280,941 
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 18 年３月 31日残高 
（千円） 160,000 2,356 2,280,941 △4,036 2,439,261 

中間連結会計期間中の 
変動額      

利益処分による剰余金
の配当   △9,592  △9,592 

利益処分による役員賞
与   △5,059  △5,059 

中間純利益   38,034  38,034 

自己株式の取得    △42 △42 

自己株式の処分  2,537  1,779 4,316 

連結子会社の増加に伴
う減少   △9,646  △9,646 

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の 
変動額（純額） 

     

中間連結会計期間中の 
変動額合計（千円） 

 2,537 13,737 1,737 18,011 

平成 18 年９月 30日残高 
（千円） 

160,000 4,893 2,294,678 △2,299 2,457,272 

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価

差額金 
評価・換算差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31日残高 
（千円） 

500,746 500,746 51,918 2,991,925 

中間連結会計期間中の 
変動額 

    

利益処分による剰余金
の配当 

   △9,592 

利益処分による役員賞
与 

   △5,059 

中間純利益    38,034 

自己株式の取得    △42 

自己株式の処分    4,316 

連結子会社の増加に伴
う減少 

   △9,646 

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の 
変動額（純額） 

△150,799 △150,799 10 △150,789 

中間連結会計期間中の 
変動額合計（千円） 

△150,799 △150,799 10 △132,778 

平成 18 年９月 30日残高 
（千円） 

349,947 349,947 51,928 2,859,147 
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の要約 

連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 

  
(自 平成17年４月１日) 

(至 平成17年９月30日) 

(自 平成18年４月１日) 

(至 平成18年９月30日) 

(自 平成17年４月１日) 

(至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  14,315 68,720 128,801 

減価償却費  97,129 88,325 203,766 

持分法による投資利益  △10,925 △21,715 △12,092 

退職給付引当金の増減額  27,819 △2,689 28,190 

役員退職金引当金の増減額  △8,679 △12,321 △370 

貸倒引当金の増減額  △3,246 △98 △2,883 

受取利息及び受取配当金  △10,172 △12,875 △14,818 

支払利息  12,934 14,257 26,168 

有形固定資産売却益  △5,500 △7,208 △6,720 

有形固定資産除売却損  5,444 19,641 8,449 

投資有価証券売却益  △377 － △15,853 

投資有価証券評価損  － － 3,868 

ゴルフ会員権売却益  － － △8,350 

本社移転立退き料  － △54,911 － 

本社移転費用  － 21,573 － 

売上債権の増減額  △25,411 68,671 △76,110 

たな卸資産の増減額  △22,087 △25,472 15,621 

仕入債務の増減額  △2,539 △95,079 25,201 

未払費用の増減額  △18,644 △1,343 △15,314 

役員賞与の支払額  △4,200 △5,059 △4,200 

その他  △45,401 △3,116 △20,592 

小計  460 39,301 262,762 

利息及び配当金の受取額  14,452 17,155 19,098 

利息の支払額  △12,944 △15,268 △26,072 

本社移転立退きによる受取額  － 54,911 － 

本社移転による支払額  － △21,573 － 

法人税等の支払額  △27,352 △55,165 △51,392 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △25,384 19,361 204,396 

 



 15 

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の要約 

連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 

  
(自 平成17年４月１日) 

(至 平成17年９月30日) 

(自 平成18年４月１日) 

(至 平成18年９月30日) 

(自 平成17年４月１日) 

(至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー     

定期預金の引出による収入  1,100 1,100 － 

定期預金の預入による支出  △500 △500 － 

投資有価証券の取得による支出  △6,999 △6,496 △38,144 

投資有価証券の売却による収入  473 － 27,149 

有形固定資産の取得による支出  △60,987 △51,781 △130,002 

有形固定資産の売却による収入  20,019 27,800 26,483 

無形固定資産の取得による支出  △400 － △2,009 

ゴルフ会員権の売却による収入  － － 53,500 

貸付による支出  － △200,000 － 

貸付金の回収による収入  9,894 20,694 18,788 

非連結子会社株式の取得による
支出 

 － △84,000 － 

その他資産の増減額  18,491 14,063 1,295 

投資活動によるキャッシュ･フロー  △18,909 △279,120 △42,940 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー     

長期借入による収入  250,000 500,000 274,650 

長期借入金の返済による支出  △140,910 △161,230 △311,040 

自己株式の取得による支出  － △42 － 

親会社による配当金の支払額  △9,592 △9,592 △9,592 

少数株主への配当金の支払額  △665 △2,106 △665 

財務活動によるキャッシュ･フロー  98,833 327,030 △46,647 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  54,540 67,271 114,809 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  594,614 709,423 594,614 

Ⅵ 連結範囲の変更に伴う現金及び現
金同等物の増加額 

 － 148,469 － 

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末 
（期末）残高 

 649,154 925,163 709,423 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 
(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社は京極石油株

式会社、京浜京極運送株式会

社及び日本タンクサービス

株式会社の３社であります。 

(1) 子会社はすべて連結して

おります。 

連結子会社は京極石油株

式会社、京浜京極運送株式会

社、日本タンクサービス株式

会社及び株式会社ＴＳトラ

ンスポートの４社でありま

す。このうち、㈱ＴＳトラン

スポートについては重要性

が増加したことにより、当中

間連結会計期間より連結子

会社に含めることといたし

ました。 

なお、㈲ＴＳトランスポー

トは㈱ＴＳトランスポート

に商号変更しております。 

(1) 連結子会社は京極石油株

式会社、京浜京極運送株式会

社及び日本タンクサービス

株式会社の３社であります。 

 (2) 非連結子会社は有限会社

京極トランスポートサービ

スであります。 

 

――――― 

(2) 非連結子会社は有限会社

ＴＳトランスポートであり

ます。 

なお、㈲京極トランスポー

トサービスは㈲ＴＳトラン

スポートに商号変更してお

ります。 

 （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

 

――――― 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため

であります。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1) 関連会社すべてについて

持分法を適用しております。 

関連会社はサンドラム株

式会社、株式会社弥生京極社

及び京極興業株式会社の３

社であります。 

(1) 同左 (1) 同左 

 (2) 持分法を適用していない

非連結子会社（有限会社京極

トランスポートサービス）

は、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても中

間連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外

しております。 

 

――――― 

(2) 持分法を適用していない

非連結子会社（有限会社ＴＳ

トランスポート）は、当期純

損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。 
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 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 
(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

３ 連結子会社の中間

決算日（決算日）

等に関する事項 

連結子会社の決算日は連結

決算日と同一であります。 

同左 同左 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(ｲ) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(ｲ) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(ｲ) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 (1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定） 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算期末日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

 時価のないもの 

…移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

…同左 

時価のないもの 

…同左 

 (2) たな卸資産 

…主として移動平均法に

よる原価法により評価

しております。 

 

(2) たな卸資産 

…同左 

(2) たな卸資産 

…同左 

 (ﾛ) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(ﾛ) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(ﾛ) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

…定率法 

なお、連結財務諸表提出

会社の倉庫用建物のうち

浜川崎倉庫用建物につい

ては定額法によっており

ます。また、平成 10年４

月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）につ

いては、定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は、

建物及び構築物が２～50

年、車両２～７年でありま

す。 

(1) 有形固定資産 

…定率法 

同左 

(1) 有形固定資産 

…定率法 

同左 

 (2) 無形固定資産 

…定額法 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっ

ております。 

(2) 無形固定資産 

…定額法 

同左 

(2) 無形固定資産 

…定額法 

同左 
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 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 
(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

 (ﾊ) 重要な引当金の計上基準 (ﾊ) 重要な引当金の計上基準 (ﾊ) 重要な引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付支給

に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会

計期間末において発生し

ていると認められる額を

計上しております。 

会計基準変更時差異

（740,157千円）について

は、15 年による按分額を

費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存

勤務年数による定額法に

より、それぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理

することとしております。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付支給

に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しており

ます。 

なお、会計基準変更時差

異（740,157千円）につい

ては、15 年による按分額

を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務年数による定額

法により、それぞれ翌連結

会計年度から費用処理し

ております。 

 (3) 役員退職金引当金 

連結財務諸表提出会社

及び連結子会社（３社）に

おいて、役員の将来の退職

慰労金支給に備えて内規

に基づく中間連結会計期

間末要支給額を計上して

おります。 

 

(3) 役員退職金引当金 

連結財務諸表提出会社

及び連結子会社（４社）に

おいて、役員の将来の退職

慰労金支給に備えて内規

に基づく中間連結会計期

間末要支給額を計上して

おります。 

(3) 役員退職金引当金 

連結財務諸表提出会社

及び連結子会社（３社）に

おいて、役員の将来の退職

慰労金支給に備えて内規

に基づく連結会計年度末

要支給額を計上しており

ます。 

 (ﾆ) 重要なリース取引の処理

方法 

(ﾆ) 重要なリース取引の処理

方法 

(ﾆ) 重要なリース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス･リ

ース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっており

ます。 

同左 同左 
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 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 
(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

 (ﾎ) ――――― (ﾎ) 重要なヘッジ会計の方法 (ﾎ) ――――― 

  (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて

は特例処理を採用してお

ります。 

 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

長期借入金について金

利スワップ取引を採用し

ております。 

 

  (3) ヘッジ方針 

金利スワップ取引につ

いて長期借入金に対する

金利変動リスクの軽減及

び実質的な調達コストを

軽減する目的で採用して

おります。 

 

  (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

特例処理を採用してい

る金利スワップにつき有

効性の評価を省略してお

ります。 

 

 

 (ﾍ) その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

(ﾍ) その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

(ﾍ) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ･フロー計算書

（連結キャッシ

ュ･フロー計算書）

における資金の範

囲 

中間連結キャッシュ･フロー

計算書における資金（現金及び

現金同等物）は手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヵ

月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 連結キャッシュ･フロー計算

書における資金（現金及び現金

同等物）は手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヵ月以

内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 
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会計処理方法の変更 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

 

――――― 

 

――――― 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成 17 年

12 月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成 17 年 12 月９日 企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は 2,807,219 千円であります。 

なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 
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表示方法の変更 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」に含

めていた「営業車両売却益」は、営業外収益の 100 分の 10

を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記することと

いたしました。 

なお、前中間連結会計期間の営業外収益のうち「その他」

に含まれる「営業車両売却益」は、229 千円であります。 

 

――――― 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 
 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

 (平成 17 年９月 30 日)  (平成 18 年９月 30 日)  (平成 18 年３月 31 日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対

するものは次のとおりでありま

す。 

※１ 関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対

するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券 

（株式） 
124,777 千円 

その他（出資金） 6,000 千円 

    

投資有価証券 

（株式） 
149,365 千円 

   

    

投資有価証券 

（株式） 
129,078 千円 

その他（出資金） 6,000 千円 

    
※２ このうち土地 1,015,440 千円と

建物 733,520 千円及び投資有価証

券のうち 335,364 千円は長期借入

金 337,240 千円、短期借入金

1,266,640千円、及び京極石油㈱の

仕入債務保証 150,000 千円の担保

に供しております。 

 

 

※２ このうち土地 1,015,440 千円と

建物 689,064 千円及び投資有価証

券のうち 353,910 千円は長期借入

金 625,360 千円、短期借入金

1,161,200千円、及び京極石油㈱の

仕入債務保証 150,000 千円の担保

に供しております。 

※２ このうち土地 1,015,440 千円と

建物 710,955 千円及び投資有価証

券のうち 403,365 千円は長期借入

金 289,680 千円、一年内返済予定

長期借入金 184,160 千円、短期借

入金 966,000 千円、及び京極石油

㈱の仕入債務保証 150,000 千円の

担保に供しております。 

３ 債務保証 

連結会社以外の会社が実行する

借入及び従業員の住宅ローン等に

対して以下のとおり保証を行って

おります。 

３ 債務保証 

連結会社以外の会社が実行する

借入及び従業員の住宅ローン等に

対して以下のとおり保証を行って

おります。 

３ 債務保証 

連結会社以外の会社が実行する

借入及び従業員の住宅ローン等に

対して以下のとおり保証を行って

おります。 

サンドラム㈱ 41,566 千円 

東洋容器㈱ 1,817 千円 

従業員 8,517 千円 

計 51,900 千円  

サンドラム㈱ 33,735 千円 

東洋容器㈱ 260 千円 

従業員 3,701 千円 

計 37,696 千円  

サンドラム㈱ 37,477 千円 

東洋容器㈱ 1,038 千円 

従業員 6,446 千円 

計 44,961 千円  
サンドラム㈱のうち、14,248 千

円は当社以外にも連帯保証人がい

る保証債務であり、保証人間の契

約に基づく当社負担額は 4,935 千

円であります。 

サンドラム㈱のうち、10,425千

円は当社以外にも連帯保証人がい

る保証債務であり、保証人間の契

約に基づく当社負担額は 3,611 千

円であります。 

サンドラム㈱のうち、12,163千

円は当社以外にも連帯保証人がい

る保証債務であり、保証人間の契

約に基づく当社負担額は 4,213 千

円であります。 

   

※４ ――――― 

 

※４ 中間連結期末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をも

って決済処理しております。なお、

当中間連結会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の満

期手形が中間連結期末残高に含ま

れております。 

※４ ――――― 

 受取手形 152,686 千円 

支払手形 96,558 千円 

    

 

※５ ――――― ※５ 子会社㈱ＴＳトランスポートの

所有する土地 154,286 千円は売買

契約による代金の一部の支払が未

了であり、支払が完結するまでの

間、所有権に制限があります。 

 

※５ ――――― 

 



 23 

（中間連結損益計算書関係） 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

※１ 主要な費目と金額 

一般管理費の役員報酬 39,685

千円、従業員給与 81,211 千円であ

ります。 

 

※１ 主要な費目と金額 

一般管理費の役員報酬 40,718

千円、従業員給与 80,204千円であ

ります。 

※１ 主要な費目と金額 

一般管理費の役員報酬 80,999

千円、従業員給与 159,606 千円で

あります。 

※２ 固定資産売却益の内訳 ※２ 固定資産売却益の内訳 ※２ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び 

運搬具 
75 千円 

    

工具器具備品 5,361 千円 

    

機械装置及び 

運搬具 
76 千円 

    
※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 

機械装置及び 

運搬具 
93 千円 

   

機械装置及び 

運搬具 
128 千円 

その他 9,526 千円 

計 9,654 千円 

    

機械装置及び 

運搬具 
92 千円 

   

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 1,571 千円 

その他 30 千円 

撤去費用 803 千円 

計 2,404 千円  

建物及び構築物 2,983 千円 

車両 122 千円 

機械装置及び 

運搬具 
80 千円 

その他 803 千円 

計 3,988 千円  

建物及び構築物 1,594 千円 

車両 97 千円 

その他 129 千円 

撤去費用 803 千円 

計 2,623 千円  
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

１．発行済株式に関する事項 
 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 3,200,000 － － 3,200,000 

 

２．自己株式に関する事項 
 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 20,078 75 12,600 7,553 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加           75 株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

関連会社が保有する親会社株式の売却による減少  12,600 株 

 

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 9,592 3 平成18年３月 31 日 平成18年６月 29 日 

 

 

（中間連結キャッシュ･フロー計算書関係） 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に記載されている科目の

金額との関係 

現金及び預金

勘定 
729,654 千円 

預入期間が３

ヵ月を超える

定期預金 

△80,500 千円 

現金及び現金

同等物 
649,154 千円 

 

現金及び預金

勘定 
1,005,663 千円 

預入期間が３

ヵ月を超える

定期預金 

△80,500 千円 

現金及び現金

同等物 
925,163 千円 

 

現金及び預金

勘定 
790,523 千円 

預入期間が３

ヵ月を超える

定期預金 

△81,100 千円 

現金及び現金

同等物 
709,423 千円 

 
 

 

（リース取引関係） 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため記載を省略しております。 
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５．有価証券関係 

Ⅰ 前中間連結会計期間末（平成 17 年９月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
 

種類 
取得原価 

（千円） 

中間連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

株式 452,615 1,088,165 635,550 

計 452,615 1,088,165 635,550 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

(1) その他有価証券   

非上場株式 25,557 千円 

(2) 関連会社株式   

非上場株式 124,777 千円 

 

Ⅱ 当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
 

種類 
取得原価 

（千円） 

中間連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

株式 477,806 1,061,869 584,063 

計 477,806 1,061,869 584,063 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

(1) その他有価証券   

非上場株式 20,919 千円 

(2) 関連会社株式   

非上場株式 151,017 千円 

 

Ⅲ 前連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
 

種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

株式 471,311 1,307,447 836,136 

計 471,311 1,307,447 836,136 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

(1) その他有価証券   

非上場株式 21,690 千円 

(2) 関連会社株式   

非上場株式 129,078 千円 
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６．デリバティブ取引関係 

前中間連結会計期間末（平成 17 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

なお、長期借入金について金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注

記の対象から除いております。 

 

前連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

７．セグメント情報 

(1) 事業の種類別セグメント情報 

イ．前中間連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 
 

 

石油・ドラ
ム缶等販売

事業 
（千円） 

貨物自動車
運送事業 
（千円） 

構内作業・
機械荷役 
事業 

（千円） 

港湾運送 
及び通関 
事業 

（千円） 

倉庫事業 
（千円） 

タンク洗
滌・修理 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

(1)外部顧客に対する 
売上高 

2,041,161 2,233,217 45,395 485,537 248,763 354,007 5,408,080 － 5,408,080 

(2)セグメント間の 
内部売上高 

122,438 101,546 － － 172 626 224,782 (224,782) － 

計 2,163,599 2,334,763 45,395 485,537 248,935 354,633 5,632,862 (224,782)5,408,080 

営業費用 2,158,671 2,277,264 29,527 452,549 223,562 332,712 5,474,285 (68,658)5,405,627 

営業利益 4,928 57,499 15,868 32,988 25,373 21,921 158,577 (156,124) 2,453 

 

ロ．当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 
 

 

石油・ドラ
ム缶等販売

事業 
（千円） 

貨物自動車
運送事業 
（千円） 

構内作業・
機械荷役 
事業 

（千円） 

港湾運送 
及び通関 
事業 

（千円） 

倉庫事業 
（千円） 

タンク洗
滌・修理 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

(1)外部顧客に対する 
売上高 

1,890,695 2,299,892 34,609 429,900 275,771 356,691 5,287,558 － 5,287,558 

(2)セグメント間の 
内部売上高 

129,739 82,144 － － 168 732 212,783 (212,783) － 

計 2,020,434 2,382,036 34,609 429,900 275,939 357,423 5,500,341 (212,783)5,287,558 

営業費用 2,019,450 2,301,446 26,776 391,973 241,642 338,576 5,319,863 (56,486)5,263,377 

営業利益 984 80,590 7,833 37,927 34,297 18,847 180,478 (156,297) 24,181 

 

ハ．前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 
 

 

石油・ドラ
ム缶等販売

事業 
（千円） 

貨物自動車
運送事業 
（千円） 

構内作業・
機械荷役 
事業 

（千円） 

港湾運送 
及び通関 
事業 

（千円） 

倉庫事業 
（千円） 

タンク洗
滌・修理 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

(1)外部顧客に対する 
売上高 

4,042,789 4,671,249 84,410 980,821 504,596 863,736 11,147,601 － 11,147,601 

(2)セグメント間の 
内部売上高 

252,565 195,895 － － 840 1,323 450,623 (450,623) － 

計 4,295,354 4,867,144 84,410 980,821 505,436 865,059 11,598,224 (450,623)11,147,601 

営業費用 4,283,481 4,702,683 58,656 907,667 449,724 803,224 11,205,435 (152,363)11,053,072 

営業利益 11,873 164,461 25,754 73,154 55,712 61,835 392,789 (298,260) 94,529 

(注) １．事業区分の方法 

当社の売上の集計区分によっております。 
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２．各事業区分の主要製品及び役務 

(1) 石油・ドラム缶等販売事業：石油製品・各種ドラム缶及びその他商品等の販売 

(2) 貨物自動車運送事業：   石油類、化学製品等の液体輸送他の貨物運送事業及び自動車運送取扱事業 

(3) 構内作業・機械荷役事業： 得意先構内における荷役作業 

(4) 港湾運送及び通関事業：  港湾貨物の搬出入、荷捌、保管及び輸出入貨物の通関業務 

(5) 倉庫事業：        物品の倉庫保管及び入出庫にかかる諸作業 

(6) タンク洗滌・修理事業：  石油・化学製品の貯蔵タンクの洗滌・修理 

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 
 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 主な内容 

消去又は全社の

項目に含めた配

賦不能営業費用

の金額（千円） 

156,452 155,503 298,661 

提出会社の総務部門・

経理部門等、一般管理

部門にかかる費用 

 

 

(2) 所在地別セグメント情報 

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

(3) 海外売上高 

当社及び連結子会社において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

８．１株当たり情報 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年４月 １日) 

(至 平成 18 年９月 30 日) 

(自 平成 17 年４月 １日) 

(至 平成 18 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 872 円 47 銭

１株当たり 

中間純利益金額 
2 円 94 銭

 

１株当たり純資産額 879 円 33 銭

１株当たり 

中間純利益金額 
11 円 94 銭

 

１株当たり純資産額 922 円 96 銭

１株当たり 

当期純利益金額 
16 円 47 銭

 
(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 
(自 平成17年４月１日) 

(至 平成17年９月30日) 

(自 平成18年４月１日) 

(至 平成18年９月30日) 

(自 平成17年４月１日) 

(至 平成18年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利

益金額 
   

中間（当期）純利益（千円） 9,334 38,034 57,400 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － 5,059 

（うち利益処分による役員 

賞与金）（千円） 
－ － 5,059 

普通株式に係る中間（当期） 

純利益金額（千円） 
9,334 38,034 52,341 

普通株式の期中平均株式数 

（株） 
3,175,047 3,186,185 3,177,391 
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９．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

 

(2) 受注状況 

該当事項はありません。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日) 

(至 平成17年９月30日) 

(自 平成18年４月１日) 

(至 平成18年９月30日) 

比較増減 

事業の種類別セグメント 

の名称 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

前年同期比

（％） 

石油・ドラム缶等販売事業 2,041,161 1,890,695 △150,466 △7.4 

貨物自動車運送事業 2,233,217 2,299,892 66,675 3.0 

構内作業・機械荷役事業 45,395 34,609 △10,786 △23.8 

港湾運送及び通関事業 485,537 429,900 △55,637 △11.5 

倉庫事業 248,763 275,771 27,008 10.9 

タンク洗滌・修理事業 354,007 356,691 2,684 0.8 

合計 5,408,080 5,287,558 △120,522 △2.2 

(注) １．当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

新日本石油㈱ 955,651 17.7 841,740 15.9 

２．上表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


