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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 13,803 △9.6 22 ― 38 △33.9 △38 ―
21年3月期第2四半期 15,272 ― △80 ― 57 ― △418 ―

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2四半期 △1.17 ―
21年3月期第2四半期 △12.63 ―

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

22年3月期第2四半期 29,588 14,738 49.8 445.15
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2四半期  14,738百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 3.00
22年3月期 

（予想）
― 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 30,500 △3.9 450 59.6 550 35.1 300 ― 9.06
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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2四半期 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2四半期  120,667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2四半期 33,109,811株 21年3月期第2四半期 33,117,958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、生産や輸出に回復の兆しが見られるものの、本格的
な回復には至っておらず、雇用情勢の悪化が続くなど、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、生産活動の停滞や個人消費の落ち込み等により、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、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

い輸送機器を投入するなど、顧客のニーズに合わせた高品質な輸送サービスを提供してまいりました。ま
た、新規顧客の獲得に向けた積極的な営業活動に加え、経費削減や業務の効率化にも継続的に取り組み、
収益の確保に努めてまいりました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、景気低迷による輸送数量の減少により、

13,803百万円（前年同期比90.4％）となりましたが、燃料油脂費をはじめとした販売費や一般管理費の削
減により、営業利益は22百万円、経常利益は38百万円（同66.1％）、四半期純損失は38百万円となりまし
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、高速道路料金値下げの影響もありガソリンの輸送は堅調であったものの、軽

油需要の低迷や燃料転換の進展に伴い、輸送数量は261万キロリットル（前年同期比95.1％）となりまし
た。この結果、当部門の売上高は3,675百万円（同95.5％）となりました。 
化成品部門につきましては、ＩＳＯタンクコンテナの拡販を中心に、積極的な営業活動を展開いたしま

したが、石油化学製品の国内需要の本格的な回復には至っておらず、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990百万円（前年同期比89.3％）となりました。 
ＬＮＧ部門につきましては、景気低迷の影響により産業用の需要は減少いたしましたが、一般家庭用に

おいては、ＬＮＧへの転換が進んだことや前年度に開始した輸送が本格化するなど、堅調に推移いたしま
した。この結果、当部門の売上高は718百万円（前年同期比105.8％）となりました。 
コンテナ部門につきましては、生産活動の停滞による物流量減少の影響を受けるとともに、天候不順に

よる野菜類の減送や大雨等による輸送障害の発生もあり、全体として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1,207百万円（前年同期比90.3％）となりました。 
  
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6,592百万円（前年同期比

94.5％）となりました。 
  

（自動車輸送事業） 
石油部門につきましては、ガソリンの輸送は回復傾向にあるものの、燃料転換の進展や生産活動の停滞

等により、石油製品全体の需要は低迷しており、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、需要減少が続いていたＬＮＧの輸送に回復がみられますが、景気低迷の

影響によりＬＰＧ等他の取扱品目の低迷が続いたことにより、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、石油化学製品の国内需要の本格的な回復には至っておらず、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２四半期連結累計期間の売上高は7,210百万円（前年同期比

86.9％）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 3,675 百万円 95.5 ％
化成品部門 990 百万円 89.3 ％ 
ＬＮＧ部門 718 百万円 105.8 ％
コンテナ部門 1,207 百万円 90.3 ％
合計 6,592 百万円 94.5 ％

自動車輸送事業 7,210 百万円 86.9 ％
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 当第２四半期連結会計期間末の総資産は29,588百万円となり、前連結会計年度末に比べ523百万円減少
しました。 
 流動資産は4,367百万円で、前連結会計年度末に比べ360百万円減少しておりますが、これは主に季節変
動による売掛金の減少によるものであります。固定資産は25,221百万円となり、前連結会計年度末に比べ
163百万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14,850百万円で、前連結会計年度末に比べ445百万円減少しております。これは季節変動による
買掛金の減少や、リース債務の返済によるものであります。純資産は14,738百万円となり、前連結会計年
度末に比べ77百万円減少しました。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
損失の計上により利益剰余金が減少しているためであります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年
度末に比べ0.6％上昇し、49.8％となりました。 

  

当第２四半期連結累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、20百万円増
加（前年同期8百万円減少）し268百万円となりました。 
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、2,009百万円増加（前年同期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利益57百万円、減価償却費1,730百万円および法人税等の支払157百万
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、576百万円減少（前年同期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593百万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、1,413百万円減少（前年同期225百万円減少）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852百万円、長期および短期借入金の減少427百万円による
ものであります。 

  

今後のわが国経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果等を背景に、景気に回復の動きが見られるもの
の、依然として企業による生産活動は低い水準にあり、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、景気に力強い回復が見込めない状況から、国内貨物

輸送量の低迷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、既存の顧客との関係強化に加え、新規顧客の開拓に向けた営

業活動をより推し進めるほか、顧客ニーズに対応した高品質な輸送サービスを提供すべく、付加価値の高
い輸送機器の投入を進め輸送効率の向上を図っていくとともに、車両・コンテナの点検・整備体制の強化
や新たな輸送機器の開発にも努めてまいります。また、安全を第一に顧客より信頼される企業グループを
目指し、引き続き安全推進活動にも積極的に取り組んでまいります。 
通期の連結業績につきましては、第３四半期以降の景気の先行きが不透明であり、輸送需要の想定が難

しい状況にありますが、第２四半期連結累計期間の業績動向を踏まえ、修正いたしております。詳細につ
きましては、平成21年11月5日発表の「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。 

  

  

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

日本石油輸送㈱(9074)平成22年度３月期　第２四半期決算短信

－5－



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 268 247

受取手形及び売掛金 2,958 3,338

その他 1,142 1,144

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 4,367 4,727

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 5,333 5,764

コンテナ（純額） 2,474 2,651

土地 5,143 5,144

リース資産（純額） 5,913 5,657

その他（純額） 1,270 1,189

有形固定資産合計 20,134 20,407

無形固定資産   

のれん 100 153

その他 7 7

無形固定資産合計 107 160

投資その他の資産   

投資有価証券 3,821 3,662

その他 1,158 1,156

貸倒引当金 △0 △2

投資その他の資産合計 4,979 4,816

固定資産合計 25,221 25,384

資産合計 29,588 30,111

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,356 1,595

短期借入金 1,499 1,913

未払法人税等 151 170

賞与引当金 517 530

役員賞与引当金 39 71

その他 3,057 2,630

流動負債合計 6,623 6,912

固定負債   

長期借入金 93 106

リース債務 4,380 4,496

退職給付引当金 2,743 2,753

修繕引当金 325 344

その他 684 681

固定負債合計 8,226 8,383

負債合計 14,850 15,296
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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 12,211 12,383

自己株式 △29 △28

株主資本合計 14,134 14,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 604 509

評価・換算差額等合計 604 509

純資産合計 14,738 14,815

負債純資産合計 29,588 30,111
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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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 15,272 13,803

売上原価 14,353 12,793

売上総利益 919 1,010

販売費及び一般管理費 1,000 987

営業利益又は営業損失（△） △80 22

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 38 47

固定資産賃貸料 139 133

雑収入 65 55

営業外収益合計 244 237

営業外費用   

支払利息 17 111

固定資産除売却損 12 48

固定資産賃貸費用 38 42

持分法による投資損失 28 8

雑損失 8 9

営業外費用合計 106 221

経常利益 57 38

特別利益   

修繕引当金戻入額 47 21

特別利益合計 47 21

特別損失   

減損損失 410 1

その他 1 －

特別損失合計 412 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△307 57

法人税等 110 96

四半期純損失（△） △418 △38
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△307 57

減価償却費 1,150 1,730

減損損失 410 1

のれん償却額 52 52

固定資産除売却損益（△は益） △14 39

売上債権の増減額（△は増加） 465 379

仕入債務の増減額（△は減少） △318 △238

その他 △54 205

小計 1,382 2,228

利息及び配当金の受取額 39 48

利息の支払額 △18 △109

法人税等の支払額 △212 △157

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,190 2,009

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 △593

有形固定資産の売却による収入 101 33

投資有価証券の増減額（△は増加） △16 △17

その他 7 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △973 △576

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 △170

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △852

長期借入金の増減額（△は減少） △217 △257

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 △225 △1,413

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 20

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 171 268
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21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
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前第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 

  

(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
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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 

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２四半期連結累計期間に比べ、「鉄道輸送」の営業利益

は2百万円増加し、「自動車輸送」の営業損失は59百万円減少しております。 

  

前第２四半期連結累計期間及び当第２四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２四半期連結累計期間及び当第２四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

6,592 7,210 13,803 ― 13,803

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

145 262 408 △ 408 ―

計 6,738 7,472 14,211 △ 408 13,803

営業利益(又は営業損失(△)) 74 △ 52 22 ― 22

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四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２四半期連結累計期間では、前第２四半期連結累計期間と比較して、営業利益は

62百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は37百万円減少しております。 
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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