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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 23,590 ― 13 ― 246 ― △317 ―
20年3月期第3四半期 24,188 2.3 186 △27.7 432 △13.3 256 15.8

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3四半期 △9.60 ―
20年3月期第3四半期 7.74 ―

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3四半期 25,197 14,654 58.2 442.55
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3四半期  14,654百万円 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  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

通期 32,000 △4.2 300 △30.1 550 △28.8 100 △69.3 3.02

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3四半期  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3四半期  115,165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3四半期  33,117,388株 20年3月期第3四半期  33,124,455株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、第３四半期以降の世界経済の減速に伴う輸出の減少
や円高等により、企業収益や雇用・所得環境も悪化するなど、景気は急速に後退してまいりました。 
 当社グループを取り巻く物流業界におきましても、景気の減速に伴い国内貨物輸送量が減少傾向にあ
り、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、ＬＮＧ（液化天然ガス）輸送事業の拡大に加え、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３四半期連結累計期間における売上高は、主に石油製品の需要減により輸送量が減少し
たため、23,590百万円（前年同期比97.5％）となりました。営業利益は、第２四半期以前の燃料価格高騰
の影響もあり、13百万円（同7.4％）となりました。経常利益は246百万円（同56.9％）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、317百万円の四
半期純損失となりました。 
 事業の種類別セグメントの概況は、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、石油製品価格の高騰による消費抑制や平成20年９月以降の先安感による買い
控えの動きに加え、燃料転換の進展もあり、石油製品の需要が減少したため、輸送数量は442万キロリッ
トル（前年同期比86.0％）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127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が、第３四半期以降、石油化学製品の需要減少の影響を受けま
した。 
 一方、ＬＮＧ部門につきましては、景気の減速に伴い工業用の一部が落ち込んだものの、一般家庭用が
堅調に推移したことにより、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、政府米や景気の減速に伴う化学工業品の需要が減少いたしましたが、北
海道地区の野菜類が堅調に推移いたしました。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３四半期連結累計期間の売上高は11,009百万円（前年同期比
93.0％）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石油製品の需要減少の影響を受け、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、堅調に推移していたＬＮＧ輸送の需要の伸びが、第３四半期以降、景気
の減速に伴い鈍化いたしましたが、第２四半期までの堅調な需要により、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、石油化学製品における原材料価格の高騰や需要減少に伴う減産体制の拡大
等の影響を受け、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３四半期連結累計期間の売上高は、石油製品の輸送量が減少
しているものの、ＬＮＧの輸送量の増加が寄与し、12,581百万円（前年同期比101.8％）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。 
 
（注）前年同期比については、参考として記載しております。 
  

・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３四半期連結
累計期間売上高 前年同期比

鉄道輸送事業

石油部門 6,196百万円 86.3％
化成品部門 1,646百万円

105.4％
ＬＮＧ部門 1,137百万円
コンテナ部門 2,029百万円 100.9％
 合 計 11,009百万円 93.0％

自動車輸送事業 12,581百万円 101.8％
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は25,197百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,215百万円減
少しました。 
流動資産は4,959百万円で、前連結会計年度末に比べ264百万円増加しておりますが、これは主に現金及

び預金や受取手形及び売掛金、前払費用等の増加によるものであります。固定資産は20,237百万円とな
り、前連結会計年度末に比べ1,479百万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10,542百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万円増加しております。賞与支給による賞与

引当金や投資有価証券の時価変動による繰延税金負債の減少があったものの、設備関係の未払金や借入金
が増加しております。純資産は14,654百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,288百万円減少しまし
た。これは配当金の支払いや四半期純損失の計上、および評価・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2.2％下がり、58.2％となりました。 
  

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は65百万円増加し246百万円となりました。 
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1,397百万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154百万円、減価償却費1,774百万円、減損損失410百万円の計上および法人税の支払285百万円によ
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1,200百万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1,506百万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、131百万円減少いたしました。これは主として長期借入金の返済313百万
円、配当金の支払232百万円および短期借入金の増加415百万円によるものであります。 

  

通期の連結業績につきましては、最近の業績動向を踏まえ、修正しております。詳細につきましては、
本日（平成21年2月6日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

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３四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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 246 180

受取手形及び売掛金 3,786 3,755

その他 929 761

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 4,959 4,695

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 6,027 6,027

コンテナ(純額) 3,021 3,450

土地 4,970 4,844

その他（純額） 1,315 1,292

有形固定資産合計 15,335 15,613

無形固定資産   

のれん 179 258

その他 7 7

無形固定資産合計 186 265

投資その他の資産   

投資有価証券 3,517 4,700

その他 1,200 1,136

貸倒引当金 △2 －

投資その他の資産合計 4,715 5,837

固定資産合計 20,237 21,716

資産合計 25,197 26,412

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,997 1,956

短期借入金 2,063 1,695

未払法人税等 208 210

賞与引当金 262 529

役員賞与引当金 56 76

その他 1,766 1,257

流動負債合計 6,355 5,726

固定負債   

長期借入金 113 379

退職給付引当金 2,922 2,972

修繕引当金 328 402

その他 822 988

固定負債合計 4,187 4,743

負債合計 10,542 10,469
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 14,224 14,775

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 430 1,167

評価・換算差額等合計 430 1,167

純資産合計 14,654 15,942

負債純資産合計 25,197 26,412
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 23,590

売上原価 22,094

売上総利益 1,496

販売費及び一般管理費 1,482

営業利益 13

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 79

固定資産賃貸料 208

雑収入 90

営業外収益合計 380

営業外費用  

支払利息 25

固定資産除売却損 31

固定資産賃貸費用 58

持分法による投資損失 23

雑損失 9

営業外費用合計 147

経常利益 246

特別利益  

修繕引当金戻入額 45

保険解約返戻金 6

特別利益合計 52

特別損失  

減損損失 410

固定資産売却損 36

その他 5

特別損失合計 452

税金等調整前四半期純損失（△） △154

法人税等 163

四半期純損失（△） △317
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △154

減価償却費 1,774

減損損失 410

のれん償却額 79

固定資産除売却損益（△は益） 30

売上債権の増減額（△は増加） △31

仕入債務の増減額（△は減少） 40

その他 △521

小計 1,628

利息及び配当金の受取額 80

利息の支払額 △26

法人税等の支払額 △285

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,397

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 △1,506

有形固定資産の売却による収入 172

投資有価証券の増減額（△は増加） △26

その他 160

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,200

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） 415

長期借入金の増減額（△は減少） △313

配当金の支払額 △232

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △131

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） 65

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 246
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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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

11,009 12,581 23,590 ― 23,590

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

295 435 730 △ 730 ―

計 11,304 13,017 24,321 △ 730 23,590

営業利益(又は営業損失(△)) 212 △ 199 13 ― 13

【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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前第３四半期に係わる財務諸表等 

(1)（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

【参考】

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日

至 平成19年12月31日)

区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高 24,188

Ⅱ 売上原価 22,530

売上総利益 1,658

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,471

営業利益 186

Ⅳ 営業外収益 402

1 受取利息 1

2 受取配当金 67

3 資産賃貸収入 203

4 持分法による投資利益 10

5 雑収入 118

Ⅴ 営業外費用 155

1 支払利息 29

2 固定資産売除却損 49

3 資産賃貸費用 64

4 雑損失 11

経常利益 432

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

税金等調整前四半期純利益 601

法人税等 344

四半期純利益 256

日本石油輸送㈱(9074)平成21年３月期第３四半期決算短信

－ 10 －



(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日

至 平成19年12月31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 601

2 減価償却費 2,047

3 のれん償却額 67

4 固定資産売除却損 49

5 売上債権の増減額 △ 39

6 仕入債務の増減額 130

7 法人税等の支払額 △ 471

8 その他 △ 601

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,783

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 △ 1,778

2 有形固定資産の売却による収入 136

3 投資有価証券の増減額 66

4 営業譲受けによる支出 △ 200

5 その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,775

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 809

2 長期借入金の増減額 △ 540

3 配当金の支払額 △ 232

4 その他 △ 2

財務活動によるキャッシュ・フロー 34

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 41

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四半期末残高 195
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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３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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

11,834 12,354 24,188 ― 24,188

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

297 375 673 △ 673 ―

計 12,132 12,729 24,862 △ 673 24,188

営業利益(又は営業損失(△)) 420 △ 233 186 ― 186
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