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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 6,746 △11.9 △100 ― △57 ― △87 ―
21年3月期第1四半期 7,661 ― △72 ― 27 ― △441 ―

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

22年3月期第1四半期 △2.63 ―
21年3月期第1四半期 △13.32 ―

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

22年3月期第1四半期 29,571 14,916 50.4 450.52
21年3月期 30,111 14,815 49.2 447.45

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,916百万円 21年3月期  14,815百万円

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

21年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 ― 4.00 7.00

3.  平成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）

（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

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) 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、５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） 

(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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 33,229,350株 21年3月期  33,229,350株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  118,788株 21年3月期  117,598株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 33,110,773株 21年3月期第1四半期 33,119,164株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展による生産の回復も一部にみられま
すが、設備投資の抑制や雇用・所得環境も一段と悪化するなど、厳しい状況のまま推移いたしました。 
当社グループを取り巻く物流業界におきましても、経済情勢の悪化を反映し、国内貨物輸送量の低迷が

続いております。 
このような状況のもと、当社グループは、厳しい事業環境においても安定的な利益を確保すべく、グル

ープ間の連携による輸送サービスの提供や付加価値の高い輸送機器の投入など、顧客のニーズに合わせた
諸施策を実施したほか、新規顧客の獲得に向け積極的な営業活動を実施いたしました。また、徹底した経
費削減や業務の効率化にも取り組んでまいりました。 
しかしながら、景気の低迷による輸送数量の減少の影響は大きく、当第１四半期連結会計期間における

売上高は6,746百万円（前年同四半期比88.1％）、営業損失は100百万円、経常損失は57百万円、四半期純
損失は87百万円となりました。 
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、他のエネルギーへの燃料転換の進展や景気の低迷に伴い石油製品の販売が減

少したことから、輸送数量は132万キロリットル（前年同四半期比88.8％）となりました。この結果、当
部門の売上高は1,854百万円（同89.2％）となりました。 
化成品部門につきましては、新規顧客の獲得に向け、ＩＳＯタンクコンテナの販売を中心に積極的な営

業活動を実施いたしましたが、依然として続く石油化学製品の減産の影響を受け、輸送需要は低調に推移
いたしました。この結果、当部門の売上高は492百万円（前年同四半期比89.7％）となりました。 
ＬＮＧ部門につきましては、景気の低迷により産業用の需要が減少したものの、一般家庭用において、

前年度に開始した輸送が本格化するなど堅調に推移し、輸送数量は前年度より増加いたしました。この結
果、当部門の売上高は366百万円（前年同四半期比111.9％）となりました。 
コンテナ部門につきましては、高断熱冷蔵コンテナの本格的な運用を開始するなか、野菜・果物類の輸

送は堅調に推移いたしましたが、景気の低迷により化学工業品等の輸送は低調に推移いたしました。この
結果、当部門の売上高は491百万円（前年同四半期比91.1％）となりました。 
  
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3,204百万円（前年同四半期

比91.7％）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他のエネルギーへの燃料転換の進展や景気の低迷に伴

う生産活動・個人消費の落ち込み等、石油製品の需要の低迷が続いており、輸送数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、需要減が続いていたＬＮＧの輸送が徐々に回復しつつあるものの、本格

的な回復までには至らず、またＬＰＧ等他の取扱品目についても景気の影響を受け、輸送数量は前年度よ
り減少いたしました。 
化成品部門につきましては、石油化学製品の減産が継続される状況のなか、当社グループにおける取扱

品目についても需要が回復せず、輸送数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１四半期連結会計期間の売上高は、各部門ともに輸送数量が

減少したため、3,542百万円（前年同四半期比85.0％）となりました。 
  

（事業の種類別セグメントの売上高） 

 
  

・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

当第一四半期連結
会計期間売上高 前年同四半期比

鉄道輸送事業

石油部門 1,854 百万円 89.2 ％
化成品部門 492 百万円 89.7 ％ 
ＬＮＧ部門 366 百万円 111.9 ％
コンテナ部門 491 百万円 91.1 ％
合計 3,204 百万円 91.7 ％

自動車輸送事業 3,542 百万円 85.0 ％
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 当第１四半期連結会計期間末の総資産は29,571百万円となり、前連結会計年度末に比べ540百万円減少
しました。 
 流動資産は4,211百万円で、前連結会計年度末に比べ516百万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25,360百万円となり、前連結会計
年度末に比べ24百万円減少しております。これは投資有価証券の時価変動による増加があったものの、減
価償却の進捗により有形固定資産が減少したためであります。 
 負債は14,654百万円で、前連結会計年度末に比べ641百万円減少しております。これは季節変動による
支払手形及び買掛金や、リース債務の返済によるものであります。純資産は14,916百万円となり、前連結
会計年度末に比べ101百万円増加しました。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
少があったものの、評価・換算差額等の増加が影響しております。この結果、自己資本比率は、前連結会
計年度末に比べ1.2％上昇し、50.4％となりました。 

  

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（以下、「資金」という。）は、38百万円増
加（前年同四半期6百万円減少）し285百万円となりました。 
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、1,098百万円増加（前年同四半期693百万円増加）いたしました。これは
主として減価償却費839百万円、売上債権による増加581百万円、仕入債務による減少287百万円お
よび法人税の支払165百万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、427百万円減少（前年同四半期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431百万円によるものであ
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、632百万円減少（前年同四半期57百万円増加）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407百万円および長期借入金の返済248百万円によるもの
であります。 

  
  

第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成21年5月14日の決算発表にて公表
いたしました業績予想値より変更しておりません。 

  

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。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 285 247

受取手形及び売掛金 2,757 3,338

その他 1,170 1,144

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 4,211 4,727

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 5,495 5,764

コンテナ（純額） 2,532 2,651

土地 5,143 5,144

リース資産（純額） 5,537 5,657

その他（純額） 1,183 1,189

有形固定資産合計 19,891 20,407

無形固定資産   

のれん 126 153

その他 7 7

無形固定資産合計 134 160

投資その他の資産   

投資有価証券 4,190 3,662

その他 1,145 1,156

貸倒引当金 △1 △2

投資その他の資産合計 5,334 4,816

固定資産合計 25,360 25,384

資産合計 29,571 30,111

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,307 1,595

短期借入金 1,828 1,913

未払法人税等 73 170

賞与引当金 598 530

役員賞与引当金 39 71

その他 2,596 2,630

流動負債合計 6,443 6,912

固定負債   

長期借入金 99 106

リース債務 4,193 4,496

退職給付引当金 2,752 2,753

修繕引当金 349 344

その他 815 681

固定負債合計 8,211 8,383

負債合計 14,654 15,296
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 12,163 12,383

自己株式 △29 △28

株主資本合計 14,086 14,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 830 509

評価・換算差額等合計 830 509

純資産合計 14,916 14,815

負債純資産合計 29,571 30,111
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,661 6,746

売上原価 7,235 6,351

売上総利益 425 395

販売費及び一般管理費 498 496

営業損失（△） △72 △100

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 35 45

固定資産賃貸料 70 67

持分法による投資利益 － 1

雑収入 35 18

営業外収益合計 141 133

営業外費用   

支払利息 9 56

固定資産除売却損 5 6

固定資産賃貸費用 20 21

持分法による投資損失 1 －

雑損失 4 6

営業外費用合計 41 90

経常利益又は経常損失（△） 27 △57

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 －

その他 1 －

特別損失合計 412 －

税金等調整前四半期純損失（△） △348 △57

法人税等 93 29

四半期純損失（△） △441 △87
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △57

減価償却費 574 839

減損損失 410 －

のれん償却額 26 26

固定資産除売却損益（△は益） △16 4

売上債権の増減額（△は増加） 669 581

仕入債務の増減額（△は減少） △353 △287

その他 △88 166

小計 873 1,273

利息及び配当金の受取額 35 45

利息の支払額 △10 △54

法人税等の支払額 △204 △165

営業活動によるキャッシュ・フロー 693 1,098

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 △431

有形固定資産の売却による収入 42 12

投資有価証券の増減額（△は増加） △9 △11

その他 4 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △757 △427

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） 311 156

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △407

長期借入金の増減額（△は減少） △121 △248

配当金の支払額 △132 △132

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 57 △632

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 38

現金及び現金同等物の期首残高 180 247

現金及び現金同等物の四半期末残高 173 285
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第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) 

 
  

(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 

  

(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

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
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

３ 前連結会計年度より「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、前第１四半期連結累計期間に比べ、当第１四半期連結累計期

間における営業費用は「鉄道輸送」が3百万円、「自動車輸送」が32百万円減少し、営業損失が同額減少し

ております。 

  

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間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。 

  

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間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。 

  

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

3,204 3,542 6,746 ― 6,746

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

67 133 201 △ 201 ―

計 3,272 3,675 6,947 △ 201 6,746

営業損失(△) △ 38 △ 62 △ 100 ― △ 100

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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、前第１四半期連結累計期間では賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、前連結会計年度より、「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方法に準じた会計処理によっております。 
これにより当第１四半期連結累計期間では、前第１四半期連結累計期間と比較して、営業損失は

36百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は12百万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。 

  
  

6. その他の情報
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