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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 15,272 ― △80 ― 57 ― △418 ―
20年3月期第2四半期 15,076 △0.5 12 △91.8 171 △39.4 120 9.1

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2四半期 △12.63 ―
20年3月期第2四半期 3.63 ―

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2四半期 24,727 15,038 60.8 454.13
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2四半期  15,038百万円 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 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

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 
・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2四半期  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2四半期  113,470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2四半期  33,117,958株 20年3月期第2四半期  33,125,778株
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当第２四半期連結累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などによる企業収益の
悪化、生活必需品の値上げによる個人消費の低迷など、景気の先行きに対する不透明感が強まってまいり
ました。 
 当社グループを取り巻く物流業界におきましても、引き続き高止まりしている燃料価格が収益を圧迫す
るなど、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。 
 このような状況のもと、当社グループは、需要が増加しているＬＮＧ輸送事業の拡大に加え、燃料価格
を反映した適正な運賃改定への努力を進めるとともに、さらなる業務の効率化、経費節減に努めてまいり
ました。また、信頼される物流企業を目指して、安全を第一に、高品質の輸送サービスの提供に努め、顧
客満足度の向上を図ってまいりました。 
 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は15,272百万円（前年同期比101.3％）となりま
したが、需要減に伴う石油輸送量の減少や燃料価格の高騰が収益を圧迫したため、80百万円の営業損失と
なりました。経常利益につきましては57百万円（前年同期比33.5％）となりましたが、連結子会社におい
て機械装置および運搬具等について減損損失を計上いたしました結果、418百万円の四半期純損失となり
ました。  
 事業のセグメント別の概況は、次のとおりであります。  
 
（鉄道輸送事業）  
 石油部門につきましては、４月に揮発油（ガソリン）税等の暫定税率廃止を受けた一時的な需要増があ
ったものの、石油製品価格の高騰に伴う消費抑制の影響を強く受けたことに伴い、輸送数量は274万キロ
リットル（前年同期比89.9％）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コンテナを中心に新たに73個のコンテナのリースを開始するなど、
積極的な営業活動を展開いたしました。  
 ＬＮＧ（液化天然ガス）部門につきましては、昨年度に輸送を開始した区間において、一般家庭向けの
供給が本格化するなど、輸送量は増加いたしました。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、政府米の需要が落ち込んだものの、夏季の野菜類、飲料水を中心とした
食料工業品が数量を伸ばしました。この結果、当部門の売上高は前年度を上回りました。  
 
 以上の結果、鉄道輸送事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は6,975百万円（前年同期比
95.2％）となりました。  
 
 
（自動車輸送事業） 
 石油部門につきましては、鉄道輸送事業と同様に４月に揮発油（ガソリン）税等の暫定税率廃止を受け
た一時的な需要増があったものの、石油製品価格の高騰に伴う消費抑制の影響を受けたことに伴い、輸送
量は前年度より減少いたしました。 
 高圧ガス部門につきましては、需要が増加しているＬＮＧ輸送において、積極的な取り組みを実施した
ことにより、輸送量は前年度より増加いたしました。 
 化成品部門につきましては、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な
どの動きがある中で、顧客の輸送ニーズに応えるよう努めましたが、輸送量は前年度より減少いたしまし
た。 
 
 以上の結果、自動車輸送事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は、ＬＮＧの輸送量の増加が
寄与し、8,296百万円（前年同期比107.1％）となりました。  
  

 （事業のセグメント別の売上高） 

 
※鉄道輸送事業におけるＬＮＧ部門は、当連結会計期間から化成品部門より独立し、 
 新設した部門であります。そのため、上記の前年同期との比較に際しては、化成 
 品部門とＬＮＧ部門の合計にて表示しております。 

【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

部門名 当第２四半期連結
累計期間売上高 前年同期比

鉄道輸送事業

石油部門 3,850百万円 89.0％
化成品部門 1,109百万円

106.1％
ＬＮＧ部門 678百万円
コンテナ部門 1,337百万円 101.6％
 合 計 6,975百万円 95.2％

自動車輸送事業 8,296百万円 107.1％
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は24,727百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,684百万円減
少しました。 
流動資産は4,304百万円で、前連結会計年度末に比べ390百万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20,422百万円となり、前連結会計
年度末に比べ1,293百万円減少しておりますが、有形固定資産での減価償却の進捗と、投資有価証券の時
価変動が影響しております。 
負債は9,688百万円と、前連結会計年度末に比べ781百万円減少しております。季節変動による支払手形

及び買掛金の減少や借入金の返済等によるものであります。純資産は15,038百万円となり、前連結会計年
度末に比べ903百万円減少しました。これは配当金の支払いや四半期純損失の計上、及び評価・換算差額
等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0.4％上がり、
60.8％となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は8百万円減少し171百万円となりました。 
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 

営業活動における資金は1,190百万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307百万円、減価償却費1,150百万円、減損損失410百万円の計上および法人税の支払212百万円によ
るものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 
投資活動における資金は973百万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1,065百万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 

財務活動における資金は、225百万円減少いたしました。これは主として長期借入金の返済217百万
円、配当金の支払132百万円および短期借入金の増加124百万円によるものであります。 

  

今後のわが国経済は、原油価格や原材料価格の動向に加え、世界的な金融不安の影響による世界経済の
減速により、輸出の鈍化、設備投資の減少など、景気の減速感が強まり、厳しい状況が続くものと予想さ
れます。 
 当社グループを取り巻く物流業界におきましても、依然高止まりしている燃料価格に加え、国内貨物輸
送量の減少が予測されるなど、厳しい状況が続くものと予想されます。 
 このような状況のもと、当社グループは、石油製品輸送、化成品輸送、定温コンテナ輸送の強化、業務
の効率化を進めるとともに、ＬＮＧ輸送事業のさらなる拡大をすすめてまいります。また、付加価値の高
いコンテナの開発、車両・コンテナの点検・整備体制の強化をすすめ、顧客満足度の向上を図ってまいり
ます。  
 通期の連結業績につきましては、平成20年８月５日発表の業績予想値より変更せず、売上高34,000百万
円、営業利益450百万円、経常利益700百万円、当期純利益は250百万円を見込んでおります。  

  

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

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①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。 

  
②繰延税金資産の回収可能性の判断 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化
が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について著しい変化がないと認められる場合には、
前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックスプランニングを利用する方法によっ
ております。 

  
③税金費用の計算 
 税金費用については、当第２四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。 

  

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、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。この変更が四
半期連結財務諸表及びセグメント情報に与える影響はありません。  
  

  
  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 171 180 

受取手形及び売掛金 3,290 3,755 

その他 844 761 

貸倒引当金 △1 △1 

流動資産合計 4,304 4,695 

固定資産 

有形固定資産 

機械装置及び運搬具（純額） 5,558 6,027 

コンテナ(純額) 3,207 3,450 

土地 4,887 4,844 

その他（純額） 1,292 1,292 

有形固定資産合計 14,945 15,613 

無形固定資産 

のれん 205 258 

その他 7 7 

無形固定資産合計 213 265 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,119 4,700 

その他 1,144 1,136 

投資その他の資産合計 5,264 5,837 

固定資産合計 20,422 21,716 

資産合計 24,727 26,412 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,637 1,956 

短期借入金 1,860 1,695 

未払法人税等 197 210 

賞与引当金 554 529 

役員賞与引当金 37 76 

その他 1,094 1,257 

流動負債合計 5,382 5,726 

固定負債 

長期借入金 122 379 

退職給付引当金 2,947 2,972 

修繕引当金 316 402 

その他 919 988 

固定負債合計 4,305 4,743 

負債合計 9,688 10,469 
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(単位：百万円) 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 12,300 12,850 

自己株式 △28 △27 

株主資本合計 14,223 14,775 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 815 1,167 

評価・換算差額等合計 815 1,167 

純資産合計 15,038 15,942 

負債純資産合計 24,727 26,412 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 15,272 

売上原価 14,353 

売上総利益 919 

販売費及び一般管理費 1,000 

営業損失（△） △80 

営業外収益 

受取利息 0 

受取配当金 38 

固定資産賃貸料 139 

雑収入 65 

営業外収益合計 244 

営業外費用 

支払利息 17 

固定資産除売却損 12 

固定資産賃貸費用 38 

持分法による投資損失 28 

雑損失 8 

営業外費用合計 106 

経常利益 57 

特別利益 

修繕引当金戻入額 47 

特別利益合計 47 

特別損失 

減損損失 410 

その他 1 

特別損失合計 412 

税金等調整前四半期純損失（△） △307 

法人税等 110 

四半期純損失（△） △418 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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（△） △307 

減価償却費 1,150 

減損損失 410 

のれん償却額 52 

固定資産除売却損益（△は益） △14 

売上債権の増減額（△は増加） 465 

仕入債務の増減額（△は減少） △318 

その他 △54 

小計 1,382 

利息及び配当金の受取額 39 

利息の支払額 △18 

法人税等の支払額 △212 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,190 

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 △1,065 

有形固定資産の売却による収入 101 

投資有価証券の増減額（△は増加） △16 

その他 7 

投資活動によるキャッシュ・フロー △973 

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） 124 

長期借入金の増減額（△は減少） △217 

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 △225 

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） △8 

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 171 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(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 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)において当社グループの
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。 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)において当社グループの
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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

6,975 8,296 15,272 ― 15,272

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

211 274 485 △ 485 ―

計 7,187 8,571 15,758 △ 485 15,272

営業利益(又は営業損失(△)) 104 △ 185 △ 80 ― △ 80

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結会計期間に係わる財務諸表等 

(1)前中間連結損益計算書 

 
  

【参考】

前中間連結会計期間

(自 平成19年4月 1日

至 平成19年9月30日)

区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高 15,076

Ⅱ 売上原価 14,065

売上総利益 1,011

Ⅲ 販売費及び一般管理費 998

営業利益 12

Ⅳ 営業外収益 264

1 受取利息 1

2 受取配当金 40

3 資産賃貸収入 135

4 受取保険賠償金 42

5 持分法による投資利益 8

6 雑収入 36

Ⅴ 営業外費用 104

1 支払利息 19

2 固定資産売除却損 34

3 資産賃貸費用 42

4 雑損失 8

経常利益 171

Ⅵ 特別利益 168

1 車輌修繕引当金戻入益 92

2 投資有価証券売却益 75

税金等調整前中間純利益 340

法人税、住民税及び事業税 221

法人税等調整額 △ 1

中間純利益 120
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(2)前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成19年4月 1日

至 平成19年9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 税金等調整前中間純利益 340

2 減価償却費 1,279

3 のれん償却額 40

4 固定資産売除却損 34

5 売上債権の増減額 547

6 仕入債務の増減額 △413

7 その他 △210

  小   計 1,618

8 利息及び配当金の受取額 57

9 利息の支払額 △17

10 法人税等の支払額 △272

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,385

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 △1,080

2 有形固定資産の売却による収入 35

3 投資有価証券の増減額 76

4 営業譲受けによる支出 △200

5 その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,173

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 288

2 長期借入金の増減額 △360

3 配当金の支払額 △132

4 その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △206

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 4

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 154

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 158
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(3)セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

【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。 

  

  

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

7,327 7,749 15,076 ― 15,076

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

190 233 424 △ 424 ―

計 7,517 7,983 15,501 △ 424 15,076

営業利益(又は営業損失(△)) 261 △ 248 12 ― 12
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