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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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）

売上高 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 ％

21年3月期第1四半期 7,661 ― △72 ― 27 ― △441 ―
20年3月期第1四半期 7,411 △0.8 △55 ― 42 △75.6 33 △52.6

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

21年3月期第1四半期 △13.32 ―
20年3月期第1四半期 1.00 ―

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

21年3月期第1四半期 26,024 15,677 60.2 473.36
20年3月期 26,412 15,942 60.4 481.37

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  15,677百万円 20年3月期  15,942百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 4.00 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 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2四半期連結累計期間 15,500 ― △100 ― △50 ― △500 ― △15.10
通期 34,000 1.8 450 4.9 700 △9.4 250 △23.3 7.55

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・平成20年５月14日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも修正しております。詳細につきましては本日（平成20年８月５日）公表の「特
別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
・本資料に記載されている業績予想は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向等を前提として作成したものであり、今後の様々な要因により予想と
異なる場合があります。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月４日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月４日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務
諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  33,229,350株 20年3月期  33,229,350株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  110,382株 20年3月期  109,614株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  33,119,164株 20年3月期第1四半期  33,128,350株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰、民間設備投資や個人消

費の鈍化等により景気の減速傾向が続きました。
このような状況の下で、当社グループは、信頼される物流企業グループを目指して、安全を第一に、高品

質の物流サービスの提供に努めてまいりました。
この結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は売上高は7,661百万円（前年同期比103.4％）を確保し

ましたが、原油価格の高騰により燃料代が収益を圧迫し、経常利益27百万円（同64.3％）となりました。ま
た、連結子会社において「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、減損損失を計上したため四半期純損失
につきましては441百万円となりました。
以下、事業のセグメント別の概況を申し上げます。

（鉄道輸送事業）
石油部門につきましては、国内の石油製品需要が価格の高騰による消費の抑制や燃料転換によって減少し

たため、輸送も低調となりました。４月に揮発油（ガソリン）税の暫定税率廃止を受けた一時的な需要増が
ありましたが全体の実績を押し上げるには至らず、輸送数量は148万キロリットル（前年同期比96.3％）とな
りました。この結果、当部門の売上高は前年度を下回りました。
化成品部門につきましては、ＩＳＯコンテナを中心に積極的な営業活動を展開し、新たに41個のコンテナ

のリースを開始しました。
ＬＮＧ部門につきましては、前年度に開始した一般家庭供給用の輸送が好調に推移し、また、既存の輸送

についても工業用を中心に数量が増加しました。この結果、化成品部門とＬＮＧ部門を合わせた売上高は前
年度を上回りました。
コンテナ部門につきましては、国内の鉄道コンテナ輸送量がほぼ前年並みに推移したものの、

政府米、民間流通米および乳製品が減送となった影響を大きく受けました。この結果、当部門の
売上高は前年度を下回りました。

以上の結果、鉄道輸送事業における当第１四半期連結会計期間の売上高は3,493百万円（前年同期比97.8
％）となりました。

（自動車輸送事業）
石油製品の輸送につきましては、鉄道輸送と同様に国内の石油製品の需要が減少した影響を受けました。

しかしながら、４月に揮発油（ガソリン）税等の暫定税率廃止により一時的に石油製品の需要が増加したこ
とから、売上高は前年度を上回りました。
高圧ガス輸送につきましては、グループ一丸となって積極的な取り組みを行っているＬＮＧ（液化天然ガ

ス）を中心に、前年度に開始した輸送が好調に推移したことから、売上高は前年度を大きく上回りました。
化成品輸送につきましては、石油化学業界において原材料価格の高騰による不採算製品の生産

縮小の動きが広がるなど厳しい環境にありました。このような状況の下で、荷主ニーズに応える
ように努めましたが、化成品輸送全体の数量の減少は避けられず、売上高は前年度を下回りまし
た。

以上の結果、自動車輸送事業における当第１四半期連結会計期間の売上高は4,167百万円（前
年同期比108.6％）となりました。

（事業部門別の収入）

平成20年度売上高 前年同期比

鉄道輸送事業

石油部門 2,077 百万円 94.9％
化成品部門 548 百万円

105.0％
ＬＮＧ部門 327 百万円
コンテナ部門 540 百万円 97.9％
　合 計 3,493 百万円 97.8％

自動車輸送事業 4,167 百万円 108.6％
※鉄道輸送事業のなかのＬＮＧ部門は、当期から新設した部門であります。前期は化成品部門の一

　 部としていたため、上記の前期比較は化成品部門とＬＮＧ部門の合計で行っております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債、純資産の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は26,024百万円となり、前連結会計年度末に比べ387百万円減少しま

した。
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流動資産は4,074百万円で、前連結会計年度末に比べ621百万円減少しておりますが、これは主に季節変動
による受取手形及び売掛金の減少によるものであります。固定資産は21,950百万円となり、前連結会計年度
末に比べ233百万円増加しておりますが、投資有価証券の時価変動が影響しております。
負債は10,347百万円と、前連結会計年度末に比べ122百万円減少しております。借入金の増加があったもの

の、季節変動による支払手形及び買掛金の減少等によるものであります。純資産は15,677百万円となり、前
連結会計年度末に比べ265百万円減少しました。これは評価・換算差額等の増加があったものの、配当金の支
払いや四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は、前
連結会計年度末に比べ0.2％低下し、60.2％となりました。

(2) 連結キャッシュ・フローの状況
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は6百万円減少し173百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金は、693百万円増加いたしました。これは主として税金等調整前四半期純損失△
348百万円、減価償却費574百万円、減損損失410百万円の計上および法人税の支払204百万円によるも
のであります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金は、757百万円減少いたしました。これは主として石油タンク車、タンクローリ

ーおよびコンテナの取得による支払795百万円によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動による資金は、57百万円増加いたしました。これは主として、長期借入金の返済121百万
円、配当金の支払132百万円および短期借入金の増加311百万円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
最近の業績動向を踏まえ、第２四半期連結累計期間、通期とも連結業績予想を修正しております。詳細に

つきましては本日（平成20年８月５日）公表の「特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ」
をご覧ください。
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4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②たな卸資産の評価方法
当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、物理的又は経済的劣化により、収益性の低下が明らか

なものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。

④退職給付費用の期間按分計算
期首に算定した連結会計年度の退職給付費用の額を期間按分して算定する方法によっております。

⑤経過勘定項目の算定方法
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

⑥税金費用の計算
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計
算しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

⑦連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去
　連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わない
で債権と債務を相殺消去しております。

　連結会社相互間の取引を相殺消去
取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法に

より相殺消去しております。

(2) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月４日
企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平
成19年３月４日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規
則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
　たな卸資産

販売活動及び一般管理活動目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法
によっていましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計
基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、移動平均法による
原価法（収益性の低下による簿価の切下げの方法）により算定しております。これによる営業利益、
経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

― 4 ―

決算短信 2008年08月04日 18時21分 06380xe02_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）



日本石油輸送㈱(9074)平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 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）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 173 180

受取手形及び売掛金 3,086 3,755

その他 815 761

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 4,074 4,695

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具 5,839 6,027

コンテナ 3,448 3,450

土地 4,844 4,844

その他 1,246 1,292

有形固定資産合計 15,379 15,613

無形固定資産

のれん 232 258

その他 7 7

無形固定資産合計 239 265

投資その他の資産

投資有価証券 5,220 4,700

その他 1,111 1,136

投資その他の資産合計 6,331 5,837

固定資産合計 21,950 21,716

資産合計 26,024 26,412

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,603 1,956

短期借入金 2,133 1,695

未払法人税等 123 210

賞与引当金 596 529

役員賞与引当金 40 76

その他 1,073 1,257

流動負債合計 5,571 5,726

固定負債

長期借入金 131 379

退職給付引当金 2,948 2,972

修繕引当金 346 402

その他 1,349 988

固定負債合計 4,775 4,743

負債合計 10,347 10,469
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,661 1,661

資本剰余金 290 290

利益剰余金 12,277 12,850

自己株式 △27 △27

株主資本合計 14,201 14,775

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,475 1,167

評価・換算差額等合計 1,475 1,167

純資産合計 15,677 15,942

負債純資産合計 26,024 26,412
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 7,661

売上原価 7,235

売上総利益 425

販売費及び一般管理費 498

営業損失（△） △72

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 35

固定資産賃貸料 70

雑収入 35

営業外収益合計 141

営業外費用

支払利息 9

固定資産除売却損 5

固定資産賃貸費用 20

持分法による投資損失 1

雑損失 4

営業外費用合計 41

経常利益 27

特別利益

修繕引当金戻入額 36

特別利益合計 36

特別損失

減損損失 410

投資有価証券評価損 1

特別損失合計 412

税金等調整前四半期純損失（△） △348

法人税等 93

四半期純損失（△） △441
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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損失（△） △348

減価償却費 574

減損損失 410

のれん償却額 26

固定資産除売却損益（△は益） 5

売上債権の増減額（△は増加） 669

仕入債務の増減額（△は減少） △353

その他 △110

小計 873

利息及び配当金の受取額 35

利息の支払額 △10

法人税等の支払額 △204

営業活動によるキャッシュ・フロー 693

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 △795

有形固定資産の売却による収入 42

投資有価証券の増減額（△は増加） △9

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △757

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 311

長期借入金の増減額（△は減少） △121

配当金の支払額 △132

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 57

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6

現金及び現金同等物の期首残高 180

現金及び現金同等物の四半期末残高 173
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月４日 企業

会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月

４日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期

連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

鉄道輸送
(百万円)

自動車輸送
(百万円)

計(百万円)
消去又は全社
(百万円)

連結(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に

　 対する売上高
3,493 4,167 7,661 ― 7,661

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
104 132 237 △ 237 ―

計 3,598 4,300 7,898 △ 237 7,661

営業利益(又は営業損失(△)) 9 △ 82 △ 72 ― △ 72

(注) １ 事業区分は、業態別区分によっております。

２ 各事業の主要な内容

(1) 鉄道輸送………石油類の鉄道タンク車輸送、鉄道輸送用の各種タンク車のリース、各種コンテナのリース

　 ・レンタル

(2) 自動車輸送……石油類、LPG、LNG、石油化学製品等のタンクローリー、トラックによる輸送、油槽所管理

　 業務、自動車整備等

３ 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５

日 企業会計基準第９号）を適用しております。この変更による営業利益への影響はありません。

【所在地別セグメント情報】

当社グループの売上高は全て本国のみであり、本国以外の売上高はありません。

【海外売上高】

当社グループの売上高は全て本国のみであり、本国以外の売上高はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

該当事項はありません。

― 9 ―

決算短信 2008年08月04日 18時21分 06380xe02_in 8ページ （Tess 1.10 20080626_01）



日本石油輸送㈱(9074)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1)(要約)前四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 7,411

Ⅱ 売上原価 6,959

　 売上総利益 451

Ⅲ 販売費及び一般管理費 506

　 営業損失(△) △ 55

Ⅳ 営業外収益 138

　１ 受取利息 1

　２ 受取配当金 34

　３ 資産賃貸収入 66

　４ 持分法による投資利益 5

　５ その他 30

Ⅴ 営業外費用 41

　１ 支払利息 10

　２ 固定資産売除却損 6

　３ 資産賃貸費用 22

　４ その他 2

　 経常利益 42

Ⅵ 特別利益 73

　１ 投資有価証券売却益 73

　税金等調整前四半期純利益 115

　法人税等 82

　四半期純利益 33
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(2)(要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純利益 115

　２ 減価償却費 619

　３ のれん償却費 19

　４ 固定資産売除却損 6

　５ 売上債権の増減額 956

　６ 仕入債務の増減額 △ 504

　７ 法人税等の支払額 △ 276

　８ その他 28

　営業活動によるキャッシュ・フロー 964

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 有形固定資産の取得による支出 △ 793

　２ 有形固定資産の売却による収入 24

　３ 投資有価証券の増減額 85

　４ その他 7

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 674

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 短期借入金の増減額 32

　２ 長期借入金の増減額 △ 180

　３ 配当金の支払額 △ 132

　４ その他 △ 0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 281

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 8

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 154

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 163
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(3)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

鉄道輸送
(百万円)

自動車輸送
(百万円)

計(百万円)
消去又は全社
(百万円)

連結(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に

　 対する売上高
3,573 3,837 7,411 ― 7,411

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
97 106 203 △ 203 ―

計 3,671 3,943 7,615 △ 203 7,411

営業利益(又は営業損失(△)) 72 △ 127 △ 55 ― △ 55

【所在地別セグメント情報】

当社グループの売上高は全て本国のみであり、本国以外の売上高はありません。

【海外売上高】

当社グループの売上高は全て本国のみであり、本国以外の売上高はありません。
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