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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 31,113 △2.0 893 216.6 904 122.1 417 ―
21年3月期 31,739 △5.0 282 △34.2 407 △47.3 △235 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 12.61 ― 2.8 3.1 2.9
21年3月期 △7.11 ― △1.5 1.4 0.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  1百万円 21年3月期  3百万円

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

22年3月期 29,086 15,064 51.8 455.02
21年3月期 30,111 14,815 49.2 447.45

（参考） 自己資本   22年3月期  15,064百万円 21年3月期  14,815百万円

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

22年3月期 4,780 △1,123 △3,596 314
21年3月期 3,789 △2,040 △1,681 247

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 231 ― 1.5
22年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 231 55.5 1.6
23年3月期 

（予想） ― 3.00 ― 4.00 7.00 46.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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 1.4 50 127.3 70 84.2 △20 ― △0.60

通期 30,800 △1.0 700 △21.6 750 △17.0 500 19.9 15.10
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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、17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、25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） 22年3月期 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  122,915株 21年3月期  117,598株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 15,557 0.6 418 40.3 663 0.8 383 510.8
21年3月期 15,465 △7.0 298 △19.3 657 △15.2 62 △89.2

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

22年3月期 11.58 ―
21年3月期 1.90 ―

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 18,667 11,340 60.7 342.24
21年3月期 18,398 11,130 60.5 335.86

（参考） 自己資本 22年3月期  11,340百万円 21年3月期  11,130百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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。 

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 15,200 △2.3 400 △4.3 600 △9.5 400 4.4 12.07
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、生産や輸出の増加、経済政策の効果等を背景に、景気回復の

兆しもみられますが、雇用・所得環境の低迷が続き、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、内需に力強い回復が見込めない状況から、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、

既存の顧客との関係強化を図ったほか、新規顧客の開拓に向けた積極的な営業活動にも注力してまいり

ました。また、厳しい事業環境に対応すべく、グループを挙げて業務効率化、経費削減にも継続的に取

り組み、収益力の向上に努めてまいりました。  

 この結果、当連結会計年度における売上高は31,113百万円（前連結会計年度比98.0％）となりました

が、燃料油脂費をはじめとした各種経費の削減効果もあり、営業利益は893百万円（同316.6％）、経常

利益は904百万円（同222.1％）、当期純利益は417百万円（前連結会計年度は235百万円の当期純損失）

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。  

  

 （鉄道輸送事業）  

石油部門につきましては、燃料転換の進展等により需要の減少傾向が続いておりますが、高速道路料

金値下げの影響もありガソリンの輸送量が増加いたしました。また、寒波の影響等により、灯油の輸送

も堅調に推移したため、輸送数量は644万キロリットル（前連結会計年度比103.3％）となりました。こ

の結果、当部門の売上高は8,830百万円（同101.2％）となりました。  

  

 化成品部門につきましては、石油化学製品の生産が回復傾向にあるなか、スポット需要の獲得や新規

顧客の開拓に向け、ＩＳＯタンクコンテナの拡販に努めました。しかしながら、国内向けの輸送需要の

本格的な回復には至っておらず、厳しい状況が続きました。この結果、当部門の売上高は2,017百万円

（前連結会計年度比95.8％）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寒

波の影響による需要の増加に加え、前年度に開始した輸送の本格化もあり、堅調に推移いたしました。

この結果、当部門の売上高は1,926百万円（前連結会計年度比116.7％）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（スーパーＵＲ）の本格的な運用を開始し、定温

輸送における商品力の強化を図りました。しかしながら、景気低迷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ため、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2,478百万円（前連結会計年度比94.4％）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15,253百万円（前連結会計年度比

101.0％）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 （自動車輸送事業） 

石油部門につきましては、寒波の影響等により、年度後半において輸送量が増加したものの、当連結

会計年度を通じて、需要の減少傾向が続いているため、輸送数量は前年度を下回りました。 

 高圧ガス部門につきましては、産業用の需要回復を受け、ＬＮＧの輸送が好調となったほか、他の輸

送品目も改善に向かっており、輸送数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、主要な輸送品目の需要も徐々に回復しつつあるものの、未だ低水準のま

ま推移しており、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連結会計年度の売上高は15,860百万円（前連結会計年度比

95.3％）となりました。  

  

 （事業の種類別セグメントの売上高） 

 
  

②次期の見通し 

今後のわが国経済は、景気は緩やかな回復傾向にあるものの、国内需要の自律的な回復力はなお弱い

こともあり、本格的な景気回復には時間を要する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、景気動向を反映し、引き続き国内貨物輸送量が低

迷する厳しい状況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、燃料転換の進展等により石油製品の需要減が見込まれる厳

しい事業環境において、顧客ニーズに適切かつ迅速に対応し、新規顧客の開拓に向けた営業力の強化を

図るため、本年４月に当社および連結子会社にて組織改革を実施いたしました。また、顧客から信頼さ

れ選択される物流パートナーとして一層の飛躍を目指し、より安全で高品質な輸送の提供に向けた効率

性の高い新型コンテナの開発や、車両・コンテナの点検・整備体制を充実させてまいります。さらにグ

ループの総合力強化に向け、グループ間の連携をより深めるなど、業務効率化・経費削減にも取り組

み、持続的な成長と収益力の向上を目指してまいります。 

 こうした取り組みに加え、当社グループは、社会とともに発展を遂げる企業を目指し、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、ＬＮＧ輸送や化成品輸送の強化を図ってまいりますが、石油製品輸

送における需要減が続くものと想定し、売上高30,800百万円、営業利益700百万円、経常利益750百万

円、当期純利益500百万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。 

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 8,830百万円 101.2％

化成品部門 2,017百万円 95.8％

ＬＮＧ部門 1,926百万円 116.7％

コンテナ部門 2,478百万円 94.4％

合 計 15,253百万円 101.0％

自動車輸送事業 15,860百万円 95.3％
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 当連結会計年度末の総資産は29,086百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,025百万円減少しまし

た。 

 流動資産は4,958百万円で、前連結会計年度末に比べ230百万円増加しておりますが、これは主に売掛

金の増加によるものであります。固定資産は24,127百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,256百万

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投資その他の資産の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14,022百万円で、前連結会計年度末に比べ1,274百万円減少しております。これは借入金やリ

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15,064百万円となり、前連結会計年度末に比

べ248百万円増加しました。これは利益剰余金と評価・換算差額等が増加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2.6％上昇し、51.8％となりました。 

  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と

比べ60百万円増加（前年同期66百万円増加）し、連結子会社と非連結子会社の合併による6百万円の増

加により314百万円となりました。 

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。 

営業活動による資金は、4,780百万円増加（前年同期3,789百万円増加）いたしました。これは主とし

て税金等調整前当期純利益716百万円、減価償却費3,604百万円の計上および法人税等の支払235百万円

によるものであります。 

投資活動による資金は、1,123百万円減少（前年同期2,040百万円減少）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1,218百万円によるものでありま

す。 

財務活動による資金は3,596百万円減少（前年同期1,681百万円減少）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1,761百万円、長期借入金の返済379百万円および短期借入金の減

少1,222百万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 

(2) 財政状態に関する分析

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

（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）

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 平成22年３月期

自己資本比率 59.3 58.6 60.4 49.2 51.8

時価ベースの自己資本比率 46.4 37.7 25.6 20.2 23.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.8 0.8 0.6 2.1 1.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

166.3 82.3 90.6 17.3 22.7
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  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 

  （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数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・フローを利用しております。 

  （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。 

  

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、１株当たり年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に加え、ＬＮＧ輸送拡大のための

対応や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株当たり年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。 

  

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。 

 ①自然災害等によるリスク  

  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。  

 ②石油製品の需給バランスの変化による影響  

  石油製品は、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。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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最近の有価証券報告書（平成21年6月26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、１株当たり年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、石油製品の需要減が見込まれる厳しい事業環境において、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、グループを挙げて業務効

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、より安全で高品質な輸送の提供に向けた効率性の高い新型コンテナの開発

や、車両・コンテナの点検・整備体制を充実させてまいります。  

 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
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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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 247 314

受取手形及び売掛金 3,338 3,610

リース債権及びリース投資資産 468 361

たな卸資産 28 40

繰延税金資産 263 282

その他 383 351

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 4,727 4,958

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,147 1,177

機械装置及び運搬具（純額） 5,764 5,330

コンテナ（純額） 2,651 2,347

土地 5,144 4,987

リース資産（純額） 5,657 5,231

建設仮勘定 7 12

その他（純額） 34 30

有形固定資産合計 20,407 19,118

無形固定資産

のれん 153 80

その他 7 －

無形固定資産合計 160 80

投資その他の資産

投資有価証券 3,662 3,780

長期貸付金 21 12

繰延税金資産 714 715

その他 420 420

貸倒引当金 △2 －

投資その他の資産合計 4,816 4,928

固定資産合計 25,384 24,127

資産合計 30,111 29,086
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,595 1,851

短期借入金 1,913 417

リース債務 1,502 1,810

未払金 571 978

未払法人税等 170 281

賞与引当金 530 548

役員賞与引当金 71 80

その他 556 711

流動負債合計 6,912 6,679

固定負債

長期借入金 106 －

リース債務 4,496 3,673

繰延税金負債 414 396

退職給付引当金 2,753 2,692

修繕引当金 344 354

その他 266 224

固定負債合計 8,383 7,342

負債合計 15,296 14,022

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 12,383 12,581

自己株式 △28 △29

株主資本合計 14,306 14,503

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 509 560

評価・換算差額等合計 509 560

純資産合計 14,815 15,064

負債純資産合計 30,111 29,086
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 31,739 31,113

売上原価 29,464 28,221

売上総利益 2,275 2,892

販売費及び一般管理費 1,993 1,998

営業利益 282 893

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 82 113

固定資産賃貸料 277 261

持分法による投資利益 3 1

雑収入 118 94

営業外収益合計 483 471

営業外費用

支払利息 218 212

固定資産除売却損 44 121

固定資産賃貸費用 84 85

雑損失 10 42

営業外費用合計 358 461

経常利益 407 904

特別利益

国庫補助金 － 13

修繕引当金戻入額 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 －

特別利益合計 143 13

特別損失

減損損失 484 158

固定資産除却損 2 29

固定資産圧縮損 － 13

固定資産売却損 36 －

投資有価証券評価損 13 －

その他の投資評価損 4 －

特別損失合計 541 200

税金等調整前当期純利益 8 716

法人税、住民税及び事業税 244 361

法人税等調整額 △0 △62

法人税等合計 244 298

当期純利益又は当期純損失（△） △235 417
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 290 290

利益剰余金

前期末残高 12,850 12,383

当期変動額

剰余金の配当 △232 △231

当期純利益又は当期純損失（△） △235 417

合併による増加 － 12

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △467 198

当期末残高 12,383 12,581

自己株式

前期末残高 △27 △28

当期変動額

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △28 △29

株主資本合計

前期末残高 14,775 14,306

当期変動額

剰余金の配当 △232 △231

当期純利益又は当期純損失（△） △235 417

合併による増加 － 12

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 △469 197

当期末残高 14,306 14,503
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 1,167 509

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△657 51

当期変動額合計 △657 51

当期末残高 509 560

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,167 509

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△657 51

当期変動額合計 △657 51

当期末残高 509 560

純資産合計

前期末残高 15,942 14,815

当期変動額

剰余金の配当 △232 △231

当期純利益又は当期純損失（△） △235 417

合併による増加 － 12

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △657 51

当期変動額合計 △1,126 248

当期末残高 14,815 15,064
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 8 716

減価償却費 3,651 3,604

減損損失 484 158

のれん償却額 105 72

固定資産除売却損益（△は益） 42 121

売上債権の増減額（△は増加） 417 △271

仕入債務の増減額（△は減少） △361 255

その他 △137 454

小計 4,209 5,111

利息及び配当金の受取額 83 114

利息の支払額 △218 △210

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 3,789 4,780

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 △2,363 △1,218

有形固定資産の売却による収入 204 121

投資有価証券の増減額（△増加） △32 △33

その他 151 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,040 △1,123

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） 354 △1,222

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,393 △1,761

長期借入金の増減額（△は減少） △409 △379

配当金の支払額 △231 △231

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,681 △3,596

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） 66 60

現金及び現金同等物の期首残高 180 247

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金
同等物の増加額

－ 6

現金及び現金同等物の期末残高 247 314
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年6月26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。 

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数 ５社

   連結子会社の名称

    株式会社エネックス

    近畿石油輸送株式会社

    株式会社ニュージェイズ

    共栄企業株式会社

    東日本液体物流株式会社

 

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数 ５社

   連結子会社の名称

    株式会社エネックス

    近畿石油輸送株式会社

    株式会社ニュージェイズ

    共栄企業株式会社

    東日本液体物流株式会社

   なお、株式会社エネックスと平成22年2月28日ま

で非連結子会社であった新潟ペトロサービス有限会

社は、株式会社エネックスを存続会社として同日付

で合併いたしました。

 (2) 非連結子会社の名称

    秋田石油基地防災株式会社

    新潟ペトロサービス有限会社

    関東オートメンテナンス株式会社

    株式会社ニチユ

    日秋興業株式会社

  

 (2) 非連結子会社の名称

    秋田石油基地防災株式会社

    関東オートメンテナンス株式会社

    株式会社ニチユ

    日秋興業株式会社

   連結の範囲から除いた理由

 これらの子会社は、事業規模も小さく、５社の合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、除外しておりま

す。

   連結の範囲から除いた理由

 これらの子会社は、事業規模も小さく、４社の合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、除外しておりま

す。

 

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した関連会社数 １社

   会社の名称

    日本オイルターミナル株式会社

 

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した関連会社数 １社

   会社の名称

    日本オイルターミナル株式会社

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

名称

    秋田石油基地防災株式会社

    新潟ペトロサービス有限会社

    関東オートメンテナンス株式会社

    株式会社ニチユ

    日秋興業株式会社

   なお、持分法を適用しない関連会社はありませ

ん。

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

名称

    秋田石油基地防災株式会社

    関東オートメンテナンス株式会社

    株式会社ニチユ

    日秋興業株式会社

   なお、持分法を適用しない関連会社はありませ

ん。

   持分法を適用しない理由

   持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため持分法の適用から除外して

おります。

   

   持分法を適用しない理由

同左
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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方法に準じ

た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。

 

──────────

 

──────────

 

（退職給付に関する会計基準等）

 当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）（企業会計基準第19号（平成20年７

月31日（企業会計基準委員会）））を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。

 

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(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21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

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

１ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

貯蔵品 40百万円

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

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 55,717百万円

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

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) 915百万円

 

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
 

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 180百万円

差引額 5,220百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 1,247百万円

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

１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

人件費 1,305百万円

うち

賞与引当金繰入額 94

役員賞与引当金繰入額 80

退職給付費用 45

賃借料 178

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 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

３       ────────
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

４ 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

 

４ 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)

賃貸用不動
産

土地
川崎市川崎
区

151

遊休 土地 苫小牧市他 7

   (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回収可能価額が帳

簿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。
 

   (減損損失を認識するに至った経緯)

    上記資産については、現在売却予定及び遊休状

態であり、回収可能価額が帳簿価額を下回ったた

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。なお、重要性

が乏しい資産については、固定資産税評価額に合

理的な調整を行なって算出した金額を使用してお

ります。

 

５ 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

５ 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 22百万円

借地権 7

その他 0

６       ────────

 

６ 固定資産圧縮損は、国庫補助金の受入により取得

価額から直接控除した額であります。

リース投資資産 3百万円

機械装置及び運搬具 10百万円

７ 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       ────────
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前連結会計年度(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 

 
  

(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) 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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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 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) 117 5 ─ 122

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21年6月26日 
定時株主総会

普通株式 132 4.00 平成21年3月31日 平成21年6月29日

平成21年11月6日 
取締役会

普通株式 99 3.00 平成21年9月30日 平成21年12月4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22年6月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 132 4.00 平成22年3月31日 平成22年6月30日

日本石油輸送㈱(9074)平成22年３月期 決算短信

－21－



 

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 247百万円

現金及び現金同等物 247
 

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 314百万円

現金及び現金同等物 314

２ 重要な非資金取引の内容

  当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ2,709

百万円であります。
 

２ 重要な非資金取引の内容

  当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ

1,283百万円であります。

３         ────────

 

３ 連結子会社の合併により増加した資産及び負債の主

な内容

  連結子会社㈱エネックスと非連結子会社新潟ペトロ

サービス(有)を合併したことに伴い引き継いだ資産及

び負債の主な内容は次のとおりであります。

  新潟ペトロサービス(有)

 流動資産 6百万円

 流動負債 0
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前連結会計年度(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。 

  

(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

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
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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。 

  

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

15,253 15,860 31,113 ─ 31,113

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

303 650 954 (954) ─

計 15,557 16,511 32,068 (954) 31,113

  営業費用 15,065 16,108 31,174 (954) 30,219

  営業利益 491 402 893 ─ 893

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 18,132 14,815 32,947 (3,861) 29,086

  減価償却費 1,889 1,715 3,604 ─ 3,604

  減損損失 5 152 158 ─ 158

  資本的支出 1,724 1,021 2,745 ─ 2,745

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、金融商品、有価証券、退職給付、企業結合等、賃

貸等不動産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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 447.45円 １株当たり純資産額 455.02円

１株当たり当期純損失(△) △7.11円 １株当たり当期純利益 12.61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、当期純損失の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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

 

(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

(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 417百万円

普通株式に係る当期純利益 417百万円

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 33,108,495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21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 215 286

営業未収入金 1,668 1,735

リース投資資産 484 369

貯蔵品 3 2

前払費用 1 1

繰延税金資産 86 105

未収入金 18 29

その他 5 6

流動資産合計 2,484 2,536

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 231 275

構築物（純額） 26 80

機械及び装置（純額） 11 10

車両運搬具（純額） 4,344 4,029

コンテナ（純額） 2,471 2,218

工具、器具及び備品（純額） 12 10

土地 804 799

リース資産（純額） 1,915 2,179

建設仮勘定 7 12

有形固定資産合計 9,824 9,616

投資その他の資産

投資有価証券 946 1,092

関係会社株式 3,022 2,989

従業員に対する長期貸付金 4 3

関係会社長期貸付金 2,440 2,731

差入保証金 183 181

その他 111 111

貸倒引当金 △618 △596

投資その他の資産合計 6,090 6,513

固定資産合計 15,914 16,130

資産合計 18,398 18,667
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 1,046 1,154

短期借入金 1,460 200

関係会社短期借入金 538 1,189

1年内返済予定の長期借入金 230 －

リース債務 412 622

未払金 119 164

未払費用 34 37

未払法人税等 126 242

未払消費税等 36 59

預り金 33 59

賞与引当金 148 147

役員賞与引当金 42 40

設備関係未払金 267 590

流動負債合計 4,496 4,507

固定負債

リース債務 1,522 1,602

繰延税金負債 9 53

退職給付引当金 821 789

修繕引当金 276 272

長期預り保証金 43 38

その他 98 62

固定負債合計 2,771 2,820

負債合計 7,267 7,327

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

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 41 89

固定資産圧縮特別勘定積立金 51 －

別途積立金 280 280

繰越利益剰余金 7,259 7,414

利益剰余金合計 8,647 8,799

自己株式 △23 △24

株主資本合計 10,576 10,727

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 554 612

評価・換算差額等合計 554 612

純資産合計 11,130 11,340

負債純資産合計 18,398 18,667
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 15,465 15,557

売上原価 13,951 13,921

売上総利益 1,514 1,635

販売費及び一般管理費 1,215 1,216

営業利益 298 418

営業外収益

受取利息 33 26

受取配当金 132 160

固定資産賃貸料 233 229

業務受託料 84 84

雑収入 57 19

営業外収益合計 542 521

営業外費用

支払利息 79 87

固定資産除売却損 35 94

固定資産賃貸費用 57 72

雑損失 9 23

営業外費用合計 182 276

経常利益 657 663

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 22

国庫補助金 － 3

修繕引当金戻入額 27 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 192 －

特別利益合計 220 25

特別損失

減損損失 － 5

固定資産圧縮損 － 3

貸倒引当金繰入額 434 －

投資有価証券評価損 1 －

その他の投資評価損 0 －

特別損失合計 436 8

税引前当期純利益 442 679

法人税、住民税及び事業税 199 310

法人税等調整額 180 △14

法人税等合計 379 295

当期純利益 62 383
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 －

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

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 －

当期変動額合計 △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
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

固定資産圧縮積立金

前期末残高 46 41

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － 54

固定資産圧縮積立金の取崩 △4 △6

当期変動額合計 △4 47

当期末残高 41 89

固定資産圧縮特別勘定積立金

前期末残高 51 51

当期変動額

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － △51

当期変動額合計 － △51

当期末残高 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 7,423 7,259

当期変動額

剰余金の配当 △232 △231

当期純利益 62 383

自己株式の処分 △0 －

固定資産圧縮積立金の積立 － △54

固定資産圧縮積立金の取崩 4 6

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － 51

当期変動額合計 △164 155

当期末残高 7,259 7,414

利益剰余金合計

前期末残高 8,817 8,647

当期変動額

剰余金の配当 △232 △231

当期純利益 62 383

自己株式の処分 △0 －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △169 151

当期末残高 8,647 8,799
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △22 △23

当期変動額

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △23 △24

株主資本合計

前期末残高 10,747 10,576

当期変動額

剰余金の配当 △232 △231

当期純利益 62 383

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 △170 150

当期末残高 10,576 10,727

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,136 554

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△582 58

当期変動額合計 △582 58

当期末残高 554 612

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,136 554

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△582 58

当期変動額合計 △582 58

当期末残高 554 612

純資産合計

前期末残高 11,884 11,130

当期変動額

剰余金の配当 △232 △231

当期純利益 62 383

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △582 58

当期変動額合計 △753 209

当期末残高 11,130 11,340
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(4)【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。
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6.その他 

役員の異動（平成 22 年 6 月 29 日付） 

平成 22 年 6 月 29 日開催の定時株主総会により、次のとおり選任される予定ですのでお知ら

せします。 

 

（１）代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）その他役員の異動 

①新任取締役候補者 

取  締  役  木 村   康 （現 ＪＸホールディングス株式会社取締役、 

現 新日本石油株式会社取締役常務執行役員 

エネルギー・ソリューション本部長） 

 

②退任予定取締役 

取  締  役  渡   文 明 
 

③新任監査役候補者 

監査役（非常勤） 野 口 勝 彦 （現 当社顧問） 

 

④退任予定監査役 

監査役（非常勤） 片 口 純 夫 

 

 

以 上 
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