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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 31,739 △5.0 282 △34.2 407 △47.3 △235 ―
20年3月期 33,396 0.8 429 6.7 772 10.8 326 10.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △7.11 ― △1.5 1.4 0.9
20年3月期 9.84 ― 2.0 2.8 1.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  3百万円 20年3月期  33百万円

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 30,111 14,815 49.2 447.45
20年3月期 26,412 15,942 60.4 481.37

（参考） 自己資本   21年3月期  14,815百万円 20年3月期  15,942百万円

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

21年3月期 3,789 △2,040 △1,681 247
20年3月期 3,269 △2,396 △847 180

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 232 71.1 1.5
21年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 231 ― 1.5
22年3月期 

（予想）
― 3.00 ― 4.00 7.00 115.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

14,000 △8.3 △150 ― △150 ― △100 ― △3.02

通期 31,000 △2.3 300 6.4 400 △1.7 200 ― 6.04
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  117,598株 20年3月期  109,614株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 15,465 △7.0 298 △19.3 657 △15.2 62 △89.2
20年3月期 16,636 △3.7 369 △28.7 776 △10.9 580 26.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 1.90 ―
20年3月期 17.51 ―

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 18,398 11,130 60.5 335.86
20年3月期 17,975 11,884 66.1 358.52

（参考） 自己資本 21年3月期  11,130百万円 20年3月期  11,884百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 
なお、上記業績予想に関する事項は4ページをご覧ください。 
・個別業績予想につきましては、通期のみ開示させていただいております。 

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 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 15,000 △3.0 300 0.7 600 △8.7 300 383.9 9.05
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当連結会計年度におけるわが国経済は、年度後半において、国内外の経済状況の悪化に伴い輸出や設

備投資が減少し、企業収益や雇用・所得環境も悪化するなど、景気の後退が深刻となってまいりまし

た。 

 当社グループを取り巻く物流業界におきましても、景気の減速に伴い、企業による減産の動きが広が

り、個人消費も弱まるなかで、国内貨物輸送量も減少傾向にあり、厳しい事業環境のまま推移いたしま

した。 

 このような状況のもと、当社グループは、石油製品や石油化学製品の需要が減少するなか、ＬＮＧ

（液化天然ガス）輸送事業において、新規区間の輸送開始や既存の輸送の増送を図り、売上高の拡大に

努めたほか、経営全般にわたる業務効率化、経費削減を推進してまいりました。 

 この結果、当連結会計年度における売上高は317億39百万円（前連結会計年度比95.0％）、営業利益

は2億82百万円（同65.8％）となりました。経常利益は4億7百万円（同52.7％）となりましたが、連結

子会社において減損損失等を計上いたしました結果、2億35百万円の当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。  

  

石油部門につきましては、景気の低迷に伴う産業用燃料の需要減や暖冬の影響に加え、他エネルギー

への燃料転換の進展もあり、石油製品の需要が大幅に減少したため、輸送数量は623万キロリットル

（前連結会計年度比86.6％）となりました。この結果、当部門の売上高は87億23百万円（同87.6%）と

なりました。 

  

 化成品部門につきましては、ＩＳＯタンクコンテナを中心に拡販に努めましたが、石油化学製品の大

幅な減産体制が継続されるなど、需要が減少いたしました。 

 一方、ＬＮＧ部門につきましては、年度後半において、産業用の一部に需要減に伴う落ち込みが見ら

れましたが、一般家庭用を中心とした新規区間の輸送の開始などにより、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37億56百万円（前連結会計年度比103.5%）とな

りました。 

  

 コンテナ部門につきましては、主に北海道地区における野菜類の輸送が堅調に推移いたしましたが、

政府米の輸送量の減少に加え、化学工業品等の需要が減少いたしました。この結果、当部門の売上高は

26億25百万円（前連結会計年度比99.2%）となりました。 

  

 以上の結果、鉄道輸送事業における当連結会計年度の売上高は151億5百万円（前連結会計年度比

93.1%）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の理由により、石油製品の需要が大幅に減少したた

め、輸送量は前連結会計年度より減少いたしました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

（鉄道輸送事業）
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 高圧ガス部門につきましては、ＬＮＧ輸送について、年度後半より産業用の減送の影響を受けまし

たが、年度前半までの堅調な需要に支えられ、輸送量は前連結会計年度より増加いたしました。 

 化成品部門につきましては、石油化学製品の需要の減少により、減産体制が継続されるなど、輸送量

は前連結会計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連結会計年度の売上高は166億34百万円（前連結会計年度比

96.9%）となりました。 

  

 
※鉄道輸送事業におけるＬＮＧ部門は、当連結会計年度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、上記の前連結会計年度との比較に際しては、化成品部門とＬＮ 

    Ｇ部門の合計にて比較しております。 

  

今後のわが国経済は、在庫調整の進展に伴い、企業による減産体制の緩和の兆しが見られるものの、

企業収益の本格的な回復までには至らず、景気の低迷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、景気の低迷に伴う国内貨物輸送量のさらなる減少

が予想され、依然として厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況のもと、当社グループは、石油関連製品の需要減が見込まれる厳しい事業環境下にお

いて、顧客のニーズに適切かつ迅速に対応するための営業体制の構築やグループ間の連携強化に加え、

グループ全般にわたる業務の効率化・経費削減等にも継続的に取り組み、今後の持続的な成長と収益力

の向上を図ってまいります。 

 こうした取り組みに加え、高断熱冷蔵コンテナ・ＬＮＧ輸送用の大型車両等の効率性の高い輸送機器

の投入や、車両・コンテナの点検・整備体制の強化にも努めてまいります。 

 また、当社グループは、企業の社会的責任を果たすため、安全、コンプライアンス、環境保全、品質

管理、人間尊重および社会貢献等のＣＳＲ活動を推進し、企業価値の向上に努めてまいります。 

 次期の連結業績につきましては、売上高310億円、営業利益3億円、経常利益4億円、当期純利益2億円

を見込んでおります。 

  

※上記の予想は、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可能性があります。 

  

  （事業の種類別セグメントの売上高）

部門名 当連結会計年度
売上高 前連結会計年度比

鉄道輸送事業

石油部門 8,723百万円 87.6％

化成品部門 2,105百万円
103.5％

ＬＮＧ部門 1,650百万円

コンテナ部門 2,625百万円 99.2％

合 計 15,105百万円 93.1％

自動車輸送事業 16,634百万円 96.9％

②次期の見通し

日本石油輸送㈱(9074)平成21年３月期 決算短信

－4－



①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は30,111百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,699百万円増加いたし

ました。これは、投資有価証券の時価変動による減少があったものの、「リース取引に関する会計基

準」（平成19年３月30日改正）の適用に伴い、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産を有

形固定資産のリース資産として計上したことによります。 

 負債は15,296百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,826百万円増加しております。退職金支給に

よる退職給付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、所有権移転

外ファイナンス・リース取引に係るリース債務を計上したことが大きく影響しております。純資産は

14,815百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,126百万円減少しました。これは配当金の支払いや当

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11.2％下がり、49.2％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ66百万円増加（前年同期

26百万円増加）し247百万円となりました。 

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。 

(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3,789百万円増加（前年同期3,269百万円増加）いたしました。これは主とし

て、減価償却費3,651百万円、減損損失484百万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。 

(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2,040百万円減少（前年同期2,396百万円減少）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2,363百万円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) 

財務活動による資金は、1,681百万円減少（前年同期847百万円減少）いたしました。これは主として

ファイナンス・リース債務の返済1,393百万円、長期借入金の返済409百万円によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(2) 財政状態に関する分析

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率 59.3 58.6 60.4 49.2

時価ベースの自己資本比率 46.4 37.7 25.6 20.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.8 0.8 0.6 2.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

166.3 82.3 90.6 17.3
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 （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 （注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式をベースに計算しております。 

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

 （注４）有利子負債は、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。 
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当社は、株主の皆様への安定的な配当の継続を経営の最重要課題と位置づけ、この方針のもとに、業

績や企業体質の強化、今後の事業展開等を勘案し、年６円以上の配当を継続していく方針であります。

 内部留保資金につきましては、採算性や将来性を勘案しつつ、積極的な車両関係投資に重点をおき、

積載効率に優れた大型タンク車や環境基準に適合したタンクローリー、モーダルシフトの推進やＬＮＧ

輸送拡大のための各種コンテナへの設備投資を行ってまいります。 

 なお、当期の期末配当につきましては、１株当たり４円とさせていただく予定であります。（中間配

当３円を実施済のため、年間の配当では７円とする予定です。） 

 また、次期の配当につきましても中間配当とあわせ、１株あたり年７円の配当とさせていただく予定

であります。 

  

※上記の予想は、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可能性があります。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績、株価および財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のある主なリスクに

は、以下のものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したも

のであります。また、ここに記載されたリスクは、当社グループにおける全てのリスクではありませ

ん。 

当社グループでは、鉄道輸送事業の売上高および利益に占める割合が高いため、大規模な自然災害等

による鉄道関連施設への著しい損害が発生した場合、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性

があります。 

石油製品類は、当社グループの主要な取扱品目であるため、国際紛争その他の事由により、石油製品

の供給に大幅な変動が生じた場合、また、技術革新やエネルギー需要構造の変化に伴い極端な需要の変

動が生じた場合、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク

①自然災害等によるリスク

②石油製品の需給バランスの変化による影響
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最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

2. 企業集団の状況
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当社グループは、物流を通じた安全かつ高品質なサービスの提供を行うことにより、お客様、株主、

地域社会等から信頼される企業グループであり続けることを基本方針としております。 

 このため、法令の遵守や環境への配慮といった、企業としての社会的責任（ＣＳＲ）を積極的に果た

し、社会の発展に貢献してまいります。 

  

当社グループは、安定的な収益を確保しつつ、当社グループによる物流サービスの提供により、社会

の発展に貢献してまいりたいと考えております。このため、安定的な配当の継続を経営の最重要課題と

位置づけ、年６円以上の配当が実施可能な利益水準を継続的に確保するため、事業の選択と集中による

経営基盤の充実・強化を図ってまいります。 

 これらの目標を達成するため、当社グループは、次項に記載の課題を実行してまいります。  

  

当社グループは、企業の社会的責任を果たすためのＣＳＲ活動を推進し、企業価値の向上に努めてま

いります。また、適時・適切な情報開示の実施や財務報告に係る内部統制報告制度への対応を通じ、企

業活動の透明性向上も図ってまいります。 

 事業の展開においては、顧客のニーズに適切かつ迅速に対応するための営業体制の構築やグループ間

の連携強化に加え、グループ全般にわたる業務の効率化・経費削減等にも継続的に取り組み、今後の持

続的な成長と収益力の向上を図ってまいります。 

 こうした取り組みに加え、高断熱冷蔵コンテナ・ＬＮＧ輸送用の大型車両等の効率性の高い輸送機器

の投入や、車両・コンテナの点検・整備体制の強化にも努めてまいります。 

 今後も厳しい状況が続くものと予想されますが、当社グループは上記の課題を的確に実行することに

より、お客様、株主、地域社会等からの信頼にお応えすることができるよう、努めてまいる所存であり

ます。  

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標および中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題

日本石油輸送㈱(9074)平成21年３月期 決算短信

－10－



4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 180 247 

受取手形及び売掛金 3,755 3,338 

リース債権及びリース投資資産 － 468 

たな卸資産 26 28 

繰延税金資産 289 263 

その他 445 383 

貸倒引当金 △1 △2 

流動資産合計 4,695 4,727 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,196 1,147 

機械装置及び運搬具（純額） 6,027 5,764 

コンテナ（純額） 3,450 2,651 

土地 4,844 5,144 

リース資産（純額） － 5,657 

建設仮勘定 53 7 

その他（純額） 41 34 

有形固定資産合計 15,613 20,407 

無形固定資産 

のれん 258 153 

その他 7 7 

無形固定資産合計 265 160 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,700 3,662 

長期貸付金 37 21 

繰延税金資産 536 714 

その他 562 420 

貸倒引当金 － △2 

投資その他の資産合計 5,837 4,816 

固定資産合計 21,716 25,384 

資産合計 26,412 30,111 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,956 1,595 

短期借入金 1,695 1,913 

リース債務 － 1,502 

未払金 594 571 

未払法人税等 210 170 

賞与引当金 529 530 

役員賞与引当金 76 71 

その他 662 556 

流動負債合計 5,726 6,912 

固定負債 

長期借入金 379 106 

リース債務 － 4,496 

繰延税金負債 665 414 

退職給付引当金 2,972 2,753 

修繕引当金 402 344 

その他 322 266 

固定負債合計 4,743 8,383 

負債合計 10,469 15,296 

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 12,850 12,383 

自己株式 △27 △28 

株主資本合計 14,775 14,306 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,167 509 

評価・換算差額等合計 1,167 509 

純資産合計 15,942 14,815 

負債純資産合計 26,412 30,111 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 33,396 31,739 

売上原価 30,968 29,464 

売上総利益 2,427 2,275 

販売費及び一般管理費 1,998 1,993 

営業利益 429 282 

営業外収益 

受取利息 2 1 

受取配当金 70 82 

固定資産賃貸料 271 277 

受取保険賠償金 60 － 

持分法による投資利益 33 3 

雑収入 103 118 

営業外収益合計 542 483 

営業外費用 

支払利息 39 218 

固定資産除売却損 56 44 

固定資産賃貸費用 85 84 

雑損失 17 10 

営業外費用合計 198 358 

経常利益 772 407 

特別利益 

修繕引当金戻入額 102 27 

保険解約返戻金 － 6 

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 108 

固定資産売却益 148 － 

投資有価証券売却益 75 － 

特別利益合計 327 143 

特別損失 

減損損失 194 484 

固定資産売却損 － 36 

固定資産除却損 16 2 

投資有価証券評価損 － 13 

その他の投資評価損 － 4 

労働災害補償金 18 － 

特別損失合計 228 541 

税金等調整前当期純利益 871 8 

法人税、住民税及び事業税 397 244 

法人税等調整額 147 △0 

法人税等合計 545 244 

当期純利益又は当期純損失（△） 326 △235 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,661 1,661 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,661 1,661 

資本剰余金 

前期末残高 290 290 

当期変動額 

自己株式の処分 0 △0 

当期変動額合計 0 △0 

当期末残高 290 290 

利益剰余金 

前期末残高 12,756 12,850 

当期変動額 

剰余金の配当 △232 △232 

当期純利益又は当期純損失（△） 326 △235 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 93 △467 

当期末残高 12,850 12,383 

自己株式 

前期末残高 △24 △27 

当期変動額 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 0 1 

当期変動額合計 △3 △1 

当期末残高 △27 △28 

株主資本合計 

前期末残高 14,684 14,775 

当期変動額 

剰余金の配当 △232 △232 

当期純利益又は当期純損失（△） 326 △235 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 0 1 

当期変動額合計 90 △469 

当期末残高 14,775 14,306 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 2,236 1,167 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,068 △657 

当期変動額合計 △1,068 △657 

当期末残高 1,167 509 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,236 1,167 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,068 △657 

当期変動額合計 △1,068 △657 

当期末残高 1,167 509 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 16,920 15,942 

当期変動額 

剰余金の配当 △232 △232 

当期純利益又は当期純損失（△） 326 △235 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 0 1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,068 △657 

当期変動額合計 △978 △1,126 

当期末残高 15,942 14,815 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 871 8 

減価償却費 2,823 3,651 

減損損失 194 484 

のれん償却額 93 105 

固定資産除売却損益（△は益） △129 42 

売上債権の増減額（△は増加） 310 417 

仕入債務の増減額（△は減少） △71 △361 

その他 △408 △137 

小計 3,683 4,209 

利息及び配当金の受取額 88 83 

利息の支払額 △36 △218 

法人税等の支払額 △465 △285 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,269 3,789 

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 △2,614 △2,363 

有形固定資産の売却による収入 360 204 

投資有価証券の増減額（△は増加） 59 △32 

営業譲受による支出 △200 － 

その他 △1 151 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,396 △2,040 

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） 108 354 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,393 

長期借入金の増減額（△は減少） △720 △409 

配当金の支払額 △232 △231 

その他 △3 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △847 △1,681 

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） 26 66 

現金及び現金同等物の期首残高 154 180 

現金及び現金同等物の期末残高 180 247 
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該当事項はありません。 

  

  

 
上記以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

   たな卸資産

    移動平均法による原価法を採用しております。

１ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

   たな卸資産

    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)を採用しております。

    

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   有形固定資産

    定率法(ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備を除く)については、定額

法)を採用しております。

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物 ２～60年

機械装置及び運搬具 ２～17年

コンテナ ２～７年
 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産（リース資産を除く）

    定率法(ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備を除く)については、定額

法)を採用しております。

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物 ２～60年

機械装置及び運搬具 ２～17年

コンテナ ２～７年

  ② リース資産(所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係わるリース資産)

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とし

て算定する方法によっております。

 (3) 重要なリース取引の処理方法

    借手としてのリース及び貸手としてのリースの

双方の場合において、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。

    

 (3)           ──────────

      

 (4)           ──────────

      

 

 (4) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

    リース料受取時に売上高と売上原価を計上する

方法によっております。
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

──────────

 

 

 

 

 

 

──────────

 

 

 

（たな卸資産に関する会計基準等）

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号（平成18年７月５日（企業

会計基準委員会））を適用しております。これによる営

業利益、経常利益、及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。

（リース取引に関する会計基準等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。

 これにより営業利益は157百万円増加し、経常利益は

29百万円減少し、税金等調整前当期純利益は79百万円増

加しております。

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(連結損益計算書)

 前連結会計年度において、営業外収益の「雑収入」に

含めて表示しておりました「受取保険賠償金」(前連結

会計年度22百万円)については、営業外収益の総額の100

分の10超となったため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。

 

(連結損益計算書)

 営業外収益の「受取保険賠償金」(当連結会計年度27

百万円)については、前連結会計年度において区分掲記

しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10以下

となったため、当連結会計年度より「雑収入」に含めて

表示しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

１      ──────── １ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

貯蔵品 28百万円

２ 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであ

ります。

有形固定資産減価償却累計額 54,959百万円

２ 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであ

ります。

有形固定資産減価償却累計額 56,756百万円

３ 投資有価証券のうち、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) 921百万円

３ 投資有価証券のうち、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) 916百万円

 

４ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

  当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高等は次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額

5,400百万円

借入実行残高 920百万円

差引額 4,480百万円
 

４ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

  当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高等は次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

5,400百万円

借入実行残高 1,310百万円

差引額 4,090百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

人件費 1,316百万円

うち

賞与引当金繰入額 90

役員賞与引当金繰入額 76

退職給付費用 52

賃借料 171

１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

人件費 1,247百万円

うち

賞与引当金繰入額 91

役員賞与引当金繰入額 71

退職給付費用 38

賃借料 173

２ 固定資産除売却損（営業外費用）は、タンク車、

コンテナ等の除売却損であります。

２ 同左

 

３       ────────

４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 148百万円

 

３ リース会計基準適用に伴う影響額の内訳は次のと

おりであります。

貸手側 180百万円

借手側 △71

４       ────────
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

５ 減損損失

   当社グループは、以下の資産について減損損失

を計上しました。

用途 種類 場所 金額(百万円)

事務所及び
車庫等

建物及び 
構築物

三重県 
四日市市他

117

タンクロー
リー整備施
設他

機械装置 
及び運搬具

三重県 
四日市市他

10

事務所及び
車庫等

土地
三重県 
四日市市他

65

備品等 その他
三重県 
四日市市他

0

５ 減損損失

   当社グループは、以下の資産について減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所 金額(百万円)

タンクロー
リー

機械装置及
び運搬具

横浜市神奈
川区

92

タンクロー
リー

リース資産
横浜市神奈
川区

317

遊休
建物及び構
築物

札幌市豊平
区他

67

遊休
機械装置及
び運搬具

札幌市豊平
区他

1

遊休 土地
山形県酒田
市他

4

遊休 その他
札幌市豊平
区他

0

   (減損損失を認識するに至った経緯)

    上記資産については事業環境の変化により、

収益性が著しく低下したため、減損を認識いた

しました。

   (資産のグルーピングの方法)

    当社グループでは、事業用資産については、

管理会計上の区分により、資産グルーピングを

行っております。鉄道輸送事業では、一体とし

て機能していると判断できる石油部門、化成品

部門、コンテナ部門をそれぞれ資産グループと

しております。自動車輸送事業では、主として

支店を資産グループの単位としております。ま

た、賃貸用不動産及び遊休不動産については、

各物件を資産グループとしております。

   (回収可能価額の算定方法等)

    回収可能価額については、正味売却価額によ

り測定しており、不動産鑑定評価基準に基づく

鑑定評価額等により算出しております。

   (減損損失を認識するに至った経緯)

    タンクローリーについては事業環境の変化によ

り収益性が著しく低下したため、支店事務所移転

に伴い遊休となる建物及び構築物等については将

来の使用が計画されていないため、遊休資産とな

った土地については帳簿価額が回収可能性価額を

下回ったため、減損を認識いたしました。

   (資産のグルーピングの方法)

    当社グループでは、事業用資産については、管

理会計上の区分により、資産グルーピングを行っ

ております。鉄道輸送事業では、一体として機能

していると判断できる石油部門、化成品部門、コ

ンテナ部門をそれぞれ資産グループとしておりま

す。自動車輸送事業では、主として支店を資産グ

ループの単位としております。また、賃貸用不動

産及び遊休不動産については、各物件を資産グル

ープとしております。

   (回収可能価額の算定方法等)

    回収可能価額については、正味売却価額により

測定しており、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定

評価額等により算出しております。

６       ────────

 

６ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 28百万円

機械装置及び運搬具 0

土地 8

 

７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 16百万円
 

７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 2百万円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 11千株 
  

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の売却による減少   1千株 

 持分法適用会社が売却した当社株式の当社帰属分 0千株 
  
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 

 
 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 33,229 ― ― 33,229

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 99 11 1 109

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

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 132 4.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月９日 
取締役会

普通株式 99 3.00 平成19年９月30日 平成19年12月７日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 132 4.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 13千株 
  
減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の売却による減少   5千株 
  

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 

 
  

 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 33,229 ― ― 33,229

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 109 13 5 117

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

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 132 4.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月７日 
取締役会

普通株式 99 3.00 平成20年９月30日 平成20年12月５日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 132 4.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 180百万円

現金及び現金同等物 180
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 247百万円

現金及び現金同等物 247

 

２ 営業譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳

  営業譲受けにより増加した資産及び負債の内訳並び

に営業譲受けによる支出(純額)は次のとおりでありま

す。

松本企業㈱

 流動資産 1百万円

 固定資産 62

 のれん 141

 固定負債 △5

 差引：営業譲受けによる支出 200
 

２         ────────
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

16,230 17,165 33,396 ― 33,396

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

406 527 933 (933) ―

計 16,636 17,692 34,329 (933) 33,396

  営業費用 16,206 17,694 33,900 (933) 32,967

  営業利益又は営業損失(△) 430 △1 429 ― 429

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 17,161 11,990 29,151 (2,739) 26,412

  減価償却費 1,953 869 2,823 ― 2,823

  減損損失 ― 194 194 ― 194

  資本的支出 2,094 601 2,695 ― 2,695
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

５ 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営

業費用は「鉄道輸送」が38百万円、「自動車輸送」が118百万円減少し、営業利益が同金額増加（又は、営

業損失が同額減少）しております。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において当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。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において当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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

15,105 16,634 31,739 ─ 31,739

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

360 588 948 (948) ─

計 15,465 17,223 32,688 (948) 31,739

  営業費用 15,088 17,317 32,406 (948) 31,457

  営業利益又は営業損失(△) 377 △94 282 ─ 282

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 17,999 15,058 33,058 (2,946) 30,111

  減価償却費 1,947 1,703 3,651 ─ 3,651

  減損損失 ─ 484 484 ─ 484

  資本的支出 2,561 2,371 4,933 ─ 4,933

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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該当事項はありません。 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、退職給付に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 481.37円 １株当たり純資産額 447.45円

１株当たり当期純利益 9.84円 １株当たり当期純損失(△) △7.11円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、当期純損失のため記載しておりません。

(１株当たり当期純利益の算定上の基礎)

 連結損益計算書上の当期純利益 326百万円

 普通株式に係る当期純利益 326百万円

 普通株主に帰属しない金額の内訳

  該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数 33,123,292株

(１株当たり当期純損失の算定上の基礎)

連結損益計算書上の当期純損失(△) △235百万円

普通株式に係る当期純損失(△) △235百万円

普通株主に帰属しない金額の内訳

 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 33,116,241株

(重要な後発事象)

(連結財務諸表に関する注記の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 151 215 

営業未収入金 1,661 1,668 

リース投資資産 － 484 

貯蔵品 3 3 

前払費用 2 1 

繰延税金資産 94 86 

未収入金 27 18 

その他 7 5 

流動資産合計 1,948 2,484 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 237 231 

構築物（純額） 27 26 

機械及び装置（純額） 12 11 

車両運搬具（純額） 4,550 4,344 

コンテナ（純額） 3,208 2,471 

工具、器具及び備品（純額） 13 12 

土地 625 804 

リース資産（純額） － 1,915 

建設仮勘定 53 7 

有形固定資産合計 8,729 9,824 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,536 946 

関係会社株式 3,398 3,022 

従業員に対する長期貸付金 11 4 

関係会社長期貸付金 2,243 2,440 

差入保証金 180 183 

その他 111 111 

貸倒引当金 △184 △618 

投資その他の資産合計 7,297 6,090 

固定資産合計 16,027 15,914 

資産合計 17,975 18,398 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

営業未払金 1,185 1,046 

短期借入金 1,070 1,460 

関係会社短期借入金 554 538 

1年内返済予定の長期借入金 325 230 

リース債務 － 412 

未払金 67 119 

未払費用 35 34 

未払法人税等 168 126 

未払消費税等 54 36 

預り金 24 33 

賞与引当金 157 148 

役員賞与引当金 50 42 

設備関係未払金 480 267 

流動負債合計 4,172 4,496 

固定負債 

長期借入金 230 － 

リース債務 － 1,522 

繰延税金負債 232 9 

退職給付引当金 933 821 

修繕引当金 348 276 

長期預り保証金 48 43 

その他 126 98 

固定負債合計 1,919 2,771 

負債合計 6,091 7,267 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,661 1,661 

資本剰余金 

資本準備金 290 290 

その他資本剰余金 0 － 

資本剰余金合計 290 290 

利益剰余金 

利益準備金 415 415 

その他利益剰余金 

配当引当積立金 100 100 

自家保険積立金 500 500 

固定資産圧縮積立金 46 41 

固定資産圧縮特別勘定積立金 51 51 

別途積立金 280 280 

繰越利益剰余金 7,423 7,259 

利益剰余金合計 8,817 8,647 

自己株式 △22 △23 

株主資本合計 10,747 10,576 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,136 554 

評価・換算差額等合計 1,136 554 

純資産合計 11,884 11,130 

負債純資産合計 17,975 18,398 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 16,636 15,465 

売上原価 15,030 13,951 

売上総利益 1,606 1,514 

販売費及び一般管理費 1,236 1,215 

営業利益 369 298 

営業外収益 

受取利息 37 33 

受取配当金 133 132 

固定資産賃貸料 234 233 

業務受託料 58 84 

雑収入 90 57 

営業外収益合計 554 542 

営業外費用 

支払利息 34 79 

固定資産除売却損 42 35 

固定資産賃貸費用 58 57 

雑損失 12 9 

営業外費用合計 148 182 

経常利益 776 657 

特別利益 

修繕引当金戻入額 102 27 

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 192 

固定資産売却益 148 － 

投資有価証券売却益 73 － 

特別利益合計 324 220 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 42 434 

投資有価証券評価損 － 1 

その他の投資評価損 － 0 

固定資産除却損 7 － 

特別損失合計 49 436 

税引前当期純利益 1,050 442 

法人税、住民税及び事業税 353 199 

法人税等調整額 116 180 

法人税等合計 470 379 

当期純利益 580 62 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,661 1,661 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,661 1,661 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 290 290 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 290 290 

その他資本剰余金 

前期末残高 0 0 

当期変動額 

自己株式の処分 0 △0 

当期変動額合計 0 △0 

当期末残高 0 － 

資本剰余金合計 

前期末残高 290 290 

当期変動額 

自己株式の処分 0 △0 

当期変動額合計 0 △0 

当期末残高 290 290 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 415 415 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 415 415 

その他利益剰余金 

配当引当積立金 

前期末残高 100 100 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 100 100 

自家保険積立金 

前期末残高 500 500 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 500 500 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 40 46 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の積立 10 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 △4 △4 

当期変動額合計 6 △4 

当期末残高 46 41 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

固定資産圧縮特別勘定積立金 

前期末残高 － 51 

当期変動額 

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 51 － 

当期変動額合計 51 － 

当期末残高 51 51 

別途積立金 

前期末残高 280 280 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 280 280 

繰越利益剰余金 

前期末残高 7,132 7,423 

当期変動額 

剰余金の配当 △232 △232 

当期純利益 580 62 

自己株式の処分 － △0 

固定資産圧縮積立金の積立 △10 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 4 4 

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △51 － 

当期変動額合計 290 △164 

当期末残高 7,423 7,259 

利益剰余金合計 

前期末残高 8,468 8,817 

当期変動額 

剰余金の配当 △232 △232 

当期純利益 580 62 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 348 △169 

当期末残高 8,817 8,647 

自己株式 

前期末残高 △19 △22 

当期変動額 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 0 1 

当期変動額合計 △3 △1 

当期末残高 △22 △23 

株主資本合計 

前期末残高 10,401 10,747 

当期変動額 

剰余金の配当 △232 △232 

当期純利益 580 62 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 0 1 

当期変動額合計 345 △170 

当期末残高 10,747 10,576 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 2,069 1,136 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△932 △582 

当期変動額合計 △932 △582 

当期末残高 1,136 554 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,069 1,136 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△932 △582 

当期変動額合計 △932 △582 

当期末残高 1,136 554 

純資産合計 

前期末残高 12,471 11,884 

当期変動額 

剰余金の配当 △232 △232 

当期純利益 580 62 

自己株式の取得 △3 △2 

自己株式の処分 0 1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △932 △582 

当期変動額合計 △587 △753 

当期末残高 11,884 11,130 
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該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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平成21年６月26日開催の定時株主総会ならびに総会後の取締役会決議により、次のとおり選任される

予定ですのでお知らせします。 

該当事項はありません。 

  

取  締  役    宮 澤 幸 成（現 日本貨物鉄道株式会社常務取締役関西支社長） 

 取締役技術部長    吉 田 秀 穂（現 技術部長） 

  

専 務 取 締 役    野 口 勝 彦（当社顧問に就任予定） 

 取  締  役    浅 井 廣 志 

 取  締  役    中 渕 正 之（株式会社エネックス常務取締役に専任） 

  

常務取締役経理部長  天 野 喜 司（現 取締役経理部長） 

6. その他

役員の異動（平成21年６月26日付）

(1) 代表取締役の異動

(2) その他役員の異動

①新任取締役候補者

②退任予定取締役

 ③役付異動予定者
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