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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 7,202 6.8 123 ─ 194 ─ △2 ─

22年３月期第１四半期 6,746 △11.9 △100 ─ △57 ─ △87 ─

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

23年３月期第１四半期 △0.08 ─

22年３月期第１四半期 △2.63 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 27,733 14,792 53.3 446.83

22年３月期 29,086 15,064 51.8 455.02

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 14,792百万円 22年３月期 15,064百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 3.00 ─ 4.00 7.00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 3.00 ─ 4.00 7.00

3. 平成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(累計)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(累計) 14,300 3.6 200 793.2 250 556.7 20 ─ 0.60

通期 31,000 △0.4 800 △10.5 850 △6.0 550 31.7 16.61



 

 
   (注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

  

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

   (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

   (注) 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の有無となります。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 33,229,350株 22年３月期 33,229,350株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 124,206株 22年３月期 122,915株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 33,105,244株 22年３月期１Ｑ 33,110,773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、緊急経済対策の効果や堅調なアジア向けの輸出等に
支えられ、緩やかに回復しつつあるものの、雇用・所得環境の低迷が続くなど、依然として厳しい状況の
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は、輸出産業を中心に製造業の生産拡大を受け、輸送量

が増加した品目もあり、一部に明るい兆しがみられました。 
このような状況のもと、当社グループは、より安全で高品質な輸送の提供に努めるなか、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するなど、収益力の向上および経営の効率化に向けた諸施策を推進してまいりま
した。 
この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は7,202百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益

は123百万円（前年同期は100百万円の営業損失）、経常利益は194百万円（前年同期は57百万円の経常損
失）となりましたが、投資有価証券評価損等を計上したため、2百万円の四半期純損失（前年同期は87百
万円の四半期純損失）となりました。 
セグメント別の概況は、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、４月において低温が続いたため、暖房用途として灯油の輸送が増加したほ

か、当期間を通じてガソリンや軽油の輸送も堅調に推移いたしました。この結果、当部門の輸送数量は
141万キロリットル（前年同期比7.2％増）となり、売上高は1,945百万円（同4.9％増）となりました。
化成品部門につきましては、景気回復に伴い国内輸送需要に改善がみられるなか、新規顧客開拓に向

けＩＳＯ（国際基準）コンテナを中心とした販売活動に注力いたしました。この結果、当部門の売上高
は532百万円（前年同期比8.1％増）となりました。 
ＬＮＧ（液化天然ガス）部門につきましては、暖房用途としての消費が伸び、都市ガス原料用の輸送

が増加したほか、主要顧客の需要拡大を受け、産業用の輸送も堅調に推移いたしました。この結果、当
部門の売上高は441百万円（前年同期比20.4％増）となりました。 
コンテナ部門につきましては、天候不順により野菜類の輸送が減少いたしましたが、景気回復により

化学工業品等の輸送が増加いたしました。また、高断熱冷蔵コンテナ（スーパーＵＲ）の販売強化に努
め、輸送数量の拡大を図りました。この結果、当部門の売上高は503百万円（前年同期比2.3％増）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3,421百万円（前年同期比

6.8％増）となりました。 
  

［自動車輸送事業］ 

石油部門につきましては、一部の顧客において需要減がみられますが、全般的には灯油やガソリン等
の輸送が堅調に推移したため、輸送数量は前年度並みとなりました。 
高圧ガス部門につきましては、電気機器・自動車関連等の製造業の生産拡大を受け、各輸送品目とも

好調に推移いたしました。 
化成品部門につきましては、主要輸送品目の輸送数量も上向きつつあり、低迷が続いていた国内輸送

需要に改善の兆しがみられました。 
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、3,780百万円（前年同

期比6.7％増）となりました。 

  

（セグメント別の売上高） 

 
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

部門名
当第１四半期連結
会計期間売上高

前年同期比

 鉄道輸送事業

石油部門 1,945百万円 4.9％増

化成品部門 532百万円 8.1％増

ＬＮＧ部門 441百万円 20.4％増

コンテナ部門 503百万円 2.3％増

合計 3,421百万円 6.8％増

 自動車輸送事業 3,780百万円 6.7％増
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 当第１四半期連結会計期間末の総資産は27,733百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,352百万円減
少しました。 
 流動資産は4,151百万円で、前連結会計年度末に比べ806百万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23,582百万円となり、前連結会計
年度末に比べ545百万円減少しております。これは減価償却の進捗による有形固定資産の減少と投資有価
証券の時価変動によるものであります。 
 負債は12,941百万円で、前連結会計年度末に比べ1,080百万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14,792百万円となり、前連
結会計年度末に比べ271百万円減少しました。配当金の支払いや四半期純損失の計上、評価・換算差額等
の減少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1.5％上昇し、53.3％
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、70百万円増
加（前年同四半期38百万円増加）し384百万円となりました。 
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、1,074百万円増加（前年同四半期1,098百万円増加）いたしました。これ
は主として減価償却費854百万円、売上債権による増加805百万円、仕入債務による減少421百万円
および法人税の支払281百万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、701百万円減少（前年同四半期427百万円減少）いたしました。これは主

としてコンテナ、石油タンク車およびタンクローリーの取得による支払730百万円によるものであ
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、303百万円減少（前年同四半期632百万円減少）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464百万円および短期借入金の増加293百万円によるもの
であります。 

  

第２四半期（累計）および通期の連結業績予想につきましては、 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８月６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

(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。 

  

  

①会計基準等の改正に伴う変更 
「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３
月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号
平成20年３月10日)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。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号
平成20年３月31日)を適用しております。 
これにより、営業利益及び経常利益は0百万円、税金等調整前四半期純利益は14百万円減少して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は0百万円であります。 

  

②①以外の変更 

 該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 384 314

受取手形及び売掛金 2,804 3,610

その他 964 1,036

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 4,151 4,958

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 5,115 5,330

コンテナ（純額） 2,665 2,347

土地 4,986 4,987

リース資産（純額） 4,880 5,231

その他（純額） 1,193 1,221

有形固定資産合計 18,841 19,118

無形固定資産

のれん 70 80

無形固定資産合計 70 80

投資その他の資産

投資有価証券 3,495 3,780

その他 1,175 1,147

投資その他の資産合計 4,670 4,928

固定資産合計 23,582 24,127

資産合計 27,733 29,086

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,430 1,851

短期借入金 711 417

未払法人税等 70 281

賞与引当金 594 548

役員賞与引当金 51 80

その他 3,184 3,500

流動負債合計 6,042 6,679

固定負債

リース債務 3,313 3,673

退職給付引当金 2,702 2,692

修繕引当金 300 354

資産除去債務 23 －

その他 558 621

固定負債合計 6,898 7,342

負債合計 12,941 14,022
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 12,446 12,581

自己株式 △30 △29

株主資本合計 14,367 14,503

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 424 560

評価・換算差額等合計 424 560

純資産合計 14,792 15,064

負債純資産合計 27,733 29,086
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 6,746 7,202

売上原価 6,351 6,599

売上総利益 395 603

販売費及び一般管理費 496 479

営業利益又は営業損失（△） △100 123

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 45 41

固定資産賃貸料 67 63

持分法による投資利益 1 2

雑収入 18 31

営業外収益合計 133 139

営業外費用

支払利息 56 44

固定資産除売却損 6 1

固定資産賃貸費用 21 18

雑損失 6 4

営業外費用合計 90 68

経常利益又は経常損失（△） △57 194

特別利益

国庫補助金 － 14

特別利益合計 － 14

特別損失

固定資産圧縮損 － 11

投資有価証券評価損 － 77

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13

その他 － 1

特別損失合計 － 104

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（△）

△57 105

法人税等 29 107

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △87 △2
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△57 105

減価償却費 839 854

のれん償却額 26 10

固定資産除売却損益（△は益） 4 △7

売上債権の増減額（△は増加） 581 805

仕入債務の増減額（△は減少） △287 △421

その他 166 14

小計 1,273 1,361

利息及び配当金の受取額 45 42

利息の支払額 △54 △47

法人税等の支払額 △165 △281

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,098 1,074

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 △431 △730

有形固定資産の売却による収入 12 36

投資有価証券の増減額（△は増加） △11 △10

その他 1 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △427 △701

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） 156 293

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △407 △464

長期借入金の増減額（△は減少） △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 △632 △303

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） 38 70

現金及び現金同等物の期首残高 247 314

現金及び現金同等物の四半期末残高 285 384
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当第１四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６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 

  

前第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。 

  

  

(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

3,204 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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１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

当社グループは、当社及び連結子会社を基礎としたサービス別セグメントから構成されており、「鉄道

輸送事業」及び「自動車輸送事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「鉄道輸送事業」では、国内各地への石油製品の鉄道タンク車輸送、鉄道輸送用のタンク車やコンテナ

のリース・レンタル及び元請一貫輸送を行っております。「自動車輸送事業」では、石油製品、液化石油

ガス、液化天然ガス及び石油化学製品等のタンクローリーによる輸送を行っております。 

  

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

該当事項はありません。 

  

(のれんの金額の重要な変動) 

該当事項はありません。 

  

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

鉄道輸送 自動車輸送 計

売上高

外部顧客への売上高 3,421 3,780 7,202 ― 7,202

セグメント間の内部
売上高又は振替高

78 162 240 △ 240 ―

計 3,500 3,943 7,443 △ 240 7,202

セグメント利益 21 101 123 ─ 123
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当第１四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22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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