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

22年3月期第3四半期 22,253 △5.7 491 3,446.1 550 123.5 259 ―
21年3月期第3四半期 23,590 ― 13 ― 246 ― △317 ―

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3四半期 7.84 ―
21年3月期第3四半期 △9.60 ―

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3四半期 29,739 14,727 49.5 444.84
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3四半期  14,727百万円 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  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 31,000 △2.3 700 148.2 800 96.6 450 ― 13.59
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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3四半期 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3四半期  122,055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3四半期 33,109,119株 21年3月期第3四半期 33,117,388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、緊急経済対策の効果や海外経済の改善による輸出増
により、回復の兆しもみられますが、雇用情勢の悪化やデフレの影響も懸念されるなど、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、景気の影響による生産活動の停滞や個人消費の落ち

込みなど、依然として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、顧客ニーズに対応した安全で高品質な輸送の提供に努めたほ

か、既存の顧客との関係強化や新規顧客の開拓に向けた積極的な営業活動を展開してまいりました。ま
た、収益の確保に向け、経費削減や業務の効率化にも継続的に取り組んでまいりました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は22,253百万円（前年同期比94.3％）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が大きく寄与し、営業利益は491百万円（同
3,546.1％）、経常利益は550百万円（同223.5％）、四半期純利益は259百万円（前年同期は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、景気低迷や燃料転換の進展に伴う需要減がみられますが、高速道路料金値下

げの影響によるガソリンの輸送や冬季の需要期に向けた灯油の輸送が堅調に推移したため、輸送数量は
446万キロリットル（前年同期比100.8％）となりました。この結果、当部門の売上高は6,190百万円（同
99.9％）となりました。 
化成品部門につきましては、堅調な輸出により石油化学製品の生産も回復基調にあるなか、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、国内需要には大きな改善はみられ
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1,504百万円（前年同期比
91.4％）となりました。 
ＬＮＧ部門につきましては、産業用の需要も徐々に回復に向かっているほか、一般家庭用においてＬＮ

Ｇ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1,253百万円（前年同期比110.2％）となりました。 
コンテナ部門につきましては、生産活動の停滞や天候不順による野菜類の出荷減など、全般的に物流量

が減少したことに加え、大雨等による輸送障害の発生も影響いたしました。この結果、当部門の売上高は
1,864百万円（前年同期比91.9％）となりました。 
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10,813百万円（前年同期比

98.2％）となりました。 
  

（自動車輸送事業） 
石油部門につきましては、第３四半期に入り、寒波の影響等により石油製品の需要は増加したものの、

第３四半期連結累計期間を通じての需要は減少しており、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、需要減が続いていたＬＮＧの輸送が回復し堅調に推移いたしましたが、

ＬＰＧ等他の輸送品目の需要は低迷しており、輸送数量は前年度を若干下回りました。 
化成品部門につきましては、第３四半期連結累計期間を通じて、主要な輸送品目の需要が低迷する厳し

い事業環境に大きな変化はみられず、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３四半期連結累計期間の売上高は11,440百万円（前年同期比

90.9％）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 6,190 百万円 99.9 ％
化成品部門 1,504 百万円 91.4 ％ 
ＬＮＧ部門 1,253 百万円 110.2 ％
コンテナ部門 1,864 百万円 91.9 ％
合計 10,813 百万円 98.2 ％

自動車輸送事業 11,440 百万円 90.9 ％
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 当第３四半期連結会計期間末の総資産は29,739百万円となり、前連結会計年度末に比べ372百万円減少
しました。 
 流動資産は5,179百万円で、前連結会計年度末に比べ452百万円増加しておりますが、これは主に季節変
動による売掛金の増加によるものであります。固定資産は24,560百万円となり、前連結会計年度末に比べ
824百万円減少しております。これは投資有価証券の時価変動および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15,012百万円で、前連結会計年度末に比べ283百万円減少しております。季節変動から買掛金は
増加したものの、短期借入金やリース債務を返済したことによるものであります。純資産は14,727百万円
となり、前連結会計年度末に比べ88百万円減少しました。これは投資有価証券の時価変動により評価・換
算差額等が大きく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
0.3％上昇し、49.5％となりました。 

  

当第３四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、25百万円減
少（前年同期65百万円増加）し221百万円となりました。 
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、2,958百万円増加（前年同期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利益548百万円、減価償却費2,655百万円および法人税等の支払235百
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、747百万円減少（前年同期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817百万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、2,235百万円減少（前年同期131百万円減少）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1,300百万円および長期、短期借入金の減少701百万円によ
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22年2月5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・フローの状況の分析

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。 

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 221 247

受取手形及び売掛金 3,853 3,338

その他 1,105 1,144

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 5,179 4,727

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 5,210 5,764

コンテナ（純額） 2,492 2,651

土地 5,143 5,144

リース資産（純額） 5,618 5,657

その他（純額） 1,277 1,189

有形固定資産合計 19,741 20,407

無形固定資産   

のれん 90 153

その他 7 7

無形固定資産合計 97 160

投資その他の資産   

投資有価証券 3,524 3,662

その他 1,195 1,156

貸倒引当金 － △2

投資その他の資産合計 4,720 4,816

固定資産合計 24,560 25,384

資産合計 29,739 30,111

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,936 1,595

短期借入金 1,231 1,913

未払法人税等 204 170

賞与引当金 253 530

役員賞与引当金 60 71

その他 3,384 2,630

流動負債合計 7,070 6,912

固定負債   

長期借入金 86 106

リース債務 4,074 4,496

退職給付引当金 2,785 2,753

修繕引当金 384 344

その他 611 681

固定負債合計 7,941 8,383

負債合計 15,012 15,296
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 12,410 12,383

自己株式 △29 △28

株主資本合計 14,333 14,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 394 509

評価・換算差額等合計 394 509

純資産合計 14,727 14,815

負債純資産合計 29,739 30,111

－7－

日本石油輸送㈱(9074)平成22年３月期　第３四半期決算短信



(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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 23,590 22,253

売上原価 22,094 20,317

売上総利益 1,496 1,936

販売費及び一般管理費 1,482 1,444

営業利益 13 491

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 79 111

固定資産賃貸料 208 197

持分法による投資利益 － 4

雑収入 90 65

営業外収益合計 380 380

営業外費用   

支払利息 25 164

固定資産除売却損 31 78

固定資産賃貸費用 58 61

持分法による投資損失 23 －

雑損失 9 17

営業外費用合計 147 321

経常利益 246 550

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 1

固定資産売却損 36 －

その他 5 －

特別損失合計 452 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（△）

△154 548

法人税等 163 288

四半期純利益又は四半期純損失（△） △317 259
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△154 548

減価償却費 1,774 2,655

減損損失 410 1

のれん償却額 79 62

固定資産除売却損益（△は益） 30 58

売上債権の増減額（△は増加） △31 △515

仕入債務の増減額（△は減少） 40 341

その他 △521 90

小計 1,628 3,243

利息及び配当金の受取額 80 112

利息の支払額 △26 △162

法人税等の支払額 △285 △235

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,397 2,958

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 △817

有形固定資産の売却による収入 172 91

投資有価証券の増減額（△は増加） △26 △26

その他 160 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,200 △747

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 △435

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,300

長期借入金の増減額（△は減少） △313 △266

配当金の支払額 △232 △232

その他 △1 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △131 △2,235

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 △25

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 246 221

－9－

日本石油輸送㈱(9074)平成22年３月期　第３四半期決算短信



当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21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
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前第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 

  

(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
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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 

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３四半期連結累計期間に比べ、当第３四半期連結累計期

間における営業利益は、「鉄道輸送」が13百万円、「自動車輸送」が88百万円増加しております。 

  

前第３四半期連結累計期間及び当第３四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３四半期連結累計期間及び当第３四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

10,813 11,440 22,253 ― 22,253

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

228 444 673 △ 673 ―

計 11,041 11,885 22,927 △ 673 22,253

営業利益 302 188 491 ― 491

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四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３四半期連結累計期間では、前第３四半期連結累計期間と比較して、営業利益は

101百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は46百万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

－14－

日本石油輸送㈱(9074)平成22年３月期　第３四半期決算短信




