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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９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２四半期 14,471 4.8 321 ─ 414 988.5 137 ─

22年３月期第２四半期 13,803 △9.6 22 ─ 38 △33.9 △38 ─

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２四半期 4.16 ─

22年３月期第２四半期 △1.17 ─

 (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２四半期 27,171 15,000 55.2 453.12

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２四半期 15,000百万円  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 ─ 3.00

23年３月期(予想) ─ 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、対前期増減率)

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

通期 31,200 0.3 900 0.8 930 2.9 580 39.1 17.52



  

(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

・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。 

  

・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「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】P.４「その他」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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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２Ｑ 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２Ｑ 124,490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２Ｑ 33,105,136株 22年３月期２Ｑ 33,109,811株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、輸出や生産の増加等による回復の動きがみられたも
のの、一方では円高の進行・株価低迷の影響も懸念されるなど、景気の減速感が強まる状況となりまし
た。 
当社グループを取り巻く物流業界におきましては、国内貨物輸送量の大きな回復が見込めない状況のな

か、生産の増加や夏場の猛暑の影響等により、一部には輸送数量の増加がみられました。 
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、新規顧客開拓

に向けた営業活動の強化や輸送容器のラインナップの充実等に加え、経費削減・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２四半期連結累計期間における売上高は14,471百万円（前年同期比4.8％増）、営業利

益は321百万円（同1,335.9％増）、経常利益は414百万円（同988.5％増）、四半期純利益は137百万円
（前年同期は38百万円の四半期純損失）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、期初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、夏場の記録的な猛暑の影響等を受け、ガソリンや軽油の輸送が堅調に推移いたしました。この結
果、当部門の輸送数量は280万キロリットル（前年同期比7.5％増）となり、売上高は3,861百万円（同
5.1％増）となりました。 
化成品部門につきましては、ＩＳＯ（国際基準）コンテナを中心に新規顧客の開拓を図るとともに、

既存顧客との関係強化による取引拡大に努めてまいりました。この結果、当部門の売上高は1,040百万
円（前年同期比5.0％増）となりました。 
ＬＮＧ（液化天然ガス）部門につきましては、期初において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、産業用の輸送についても、景気回復に伴う需要の増加により、期間を通
じて好調に推移いたしました。この結果、当部門の売上高は871百万円（前年同期比21.3％増）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）の積極的な販売活動を展開し、

新規需要の開拓に努めましたが、天候不順や猛暑の影響により、主要輸送品目である野菜類の輸送数量
が大きく減少いたしました。この結果、当部門の売上高は1,173百万円（前年同期比2.9％減）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6,946百万円（前年同期比

5.4％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、鉄道輸送事業と同様の理由により、ガソリン等の輸送が堅調に推移いたし
ました。 
高圧ガス部門につきましては、製造業の生産拡大により需要が増加したため、ＬＮＧの輸送を中心に

好調に推移いたしました。 
化成品部門につきましては、輸出関連製品の輸送が増加するなど、荷動きの改善が進んでおり、好調

に推移いたしました。 
以上の結果、各部門の輸送数量が増加したため、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7,524百万円（前年同期比4.4％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 3,861百万円 5.1％増

化成品部門 1,040百万円 5.0％増

ＬＮＧ部門 871百万円 21.3％増

コンテナ部門 1,173百万円 2.9％減

合計 6,946百万円 5.4％増

 自動車輸送事業 7,524百万円 4.4％増
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 当第２四半期連結会計期間末の総資産は27,171百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,914百万円減
少しました。 
 流動資産は4,149百万円で、前連結会計年度末に比べ809百万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23,022百万円となり、前連結会計
年度末に比べ1,105百万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減少であります。 
 負債は12,171百万円で、前連結会計年度末に比べ1,851百万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15,000百万円とな
り、前連結会計年度末に比べ63百万円減少しました。これは評価・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3.4％上昇し、55.2％となりました。 

  

当第２四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、44百万円減
少（前年同期20百万円増加）し270百万円となりました。 
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、1,982百万円増加（前年同期2,009百万円増加）いたしました。これは主
として減価償却費1,742百万円、売上債権による増加630百万円、仕入債務による減少328百万円お
よび法人税の支払280百万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、1,029百万円減少（前年同期576百万円減少）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1,084百万円によるものであ
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、997百万円減少（前年同期1,413百万円減少）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910百万円および配当金の支払132百万円によるものであり
ます。 

  

今後のわが国経済は、一部の緊急経済対策の終了による反動に加え、海外経済の減速懸念や円高の進行
等、景気の先行きに対する不透明感が強まり、厳しい状況にて推移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、厳しい経済情勢を反映し、国内貨物輸送量の低迷が

続くものと思われます。 
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

い事業環境のなか、新規顧客開拓に向けた営業活動およびグループ間の連携によるサービスを強化し、安
定的な収益の確保に努めるとともに、事業基盤の強化を図るべく新規事業開発に向けた取り組みを推進し
てまいります。また、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・整備体制の充実を図るとともに、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・個別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、平成22年11月4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。 

  

  

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 

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」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」の適用 
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23百万円であります。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 270 314

受取手形及び売掛金 2,978 3,610

その他 902 1,036

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 4,149 4,958

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 4,973 5,330

コンテナ（純額） 2,522 2,347

土地 4,986 4,987

リース資産（純額） 4,535 5,231

その他（純額） 1,190 1,221

有形固定資産合計 18,208 19,118

無形固定資産

のれん 60 80

無形固定資産合計 60 80

投資その他の資産

投資有価証券 3,610 3,780

その他 1,143 1,147

投資その他の資産合計 4,753 4,928

固定資産合計 23,022 24,127

資産合計 27,171 29,086

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,522 1,851

短期借入金 463 417

未払法人税等 174 281

賞与引当金 538 548

役員賞与引当金 42 80

その他 2,891 3,500

流動負債合計 5,632 6,679

固定負債

リース債務 2,983 3,673

退職給付引当金 2,718 2,692

修繕引当金 250 354

資産除去債務 23 －

その他 561 621

固定負債合計 6,538 7,342

負債合計 12,171 14,022
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 12,586 12,581

自己株式 △30 △29

株主資本合計 14,508 14,503

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 492 560

評価・換算差額等合計 492 560

純資産合計 15,000 15,064

負債純資産合計 27,171 29,086
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 13,803 14,471

売上原価 12,793 13,190

売上総利益 1,010 1,281

販売費及び一般管理費 987 959

営業利益 22 321

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 47 44

固定資産賃貸料 133 125

持分法による投資利益 － 6

雑収入 55 80

営業外収益合計 237 257

営業外費用

支払利息 111 85

固定資産除売却損 48 32

固定資産賃貸費用 42 37

持分法による投資損失 8 －

雑損失 9 8

営業外費用合計 221 164

経常利益 38 414

特別利益

国庫補助金 － 18

固定資産売却益 － 10

修繕引当金戻入額 21 23

特別利益合計 21 52

特別損失

固定資産圧縮損 － 15

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

減損損失 1 －

その他 － 1

特別損失合計 1 107

税金等調整前四半期純利益 57 359

法人税等 96 221

少数株主損益調整前四半期純利益 － 137

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △38 137
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 57 359

減価償却費 1,730 1,742

のれん償却額 52 20

固定資産除売却損益（△は益） 39 △1

売上債権の増減額（△は増加） 379 630

仕入債務の増減額（△は減少） △238 △328

その他 207 △118

小計 2,228 2,304

利息及び配当金の受取額 48 45

利息の支払額 △109 △86

法人税等の支払額 △157 △280

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,009 1,982

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 △593 △1,084

有形固定資産の売却による収入 33 67

投資有価証券の増減額（△は増加） △17 △17

その他 2 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △576 △1,029

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） △170 45

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △852 △910

長期借入金の増減額（△は減少） △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 △1,413 △997

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） 20 △44

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 268 270
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当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22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

日本石油輸送㈱(9074) 平成23年３月期第２四半期決算短信

－9－



  

前第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 

  

前第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

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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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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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) 

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 6,946 7,524 14,471 ― 14,471

セグメント間の内部
売上高又は振替高

160 339 499 △499 ―

計 7,107 7,864 14,971 △499 14,471

セグメント利益 148 173 321 ─ 321
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22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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