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

23年3月期第3四半期 22,862 2.7 680 38.4 852 54.9 405 56.3
22年3月期第3四半期 22,253 △5.7 491 ― 550 123.5 259 ―

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3四半期 12.26 ―
22年3月期第3四半期 7.84 ―

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3四半期 28,465 15,389 54.1 464.88
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3四半期  15,389百万円 22年3月期  15,064百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
平成23年３月期期末配当金（予想）６円00銭には、記念配当２円00銭が含まれております。 
詳細は、本日（平成23年２月９日）公表の「創立65周年記念配当（平成23年３月期（第94期）期末配当予想の修正）に関するお知らせ」をご覧ください。 

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）
6.00 9.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 31,600 1.6 950 6.4 1,050 16.2 580 39.1 17.52



(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 

（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】P.４「その他の情報」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） 23年3月期3Q 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3Q  125,409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3Q 33,104,914株 22年3月期3Q 33,109,119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アジアを中心とした新興国向
け輸出の増加等による回復の動きがみられますが、一方では海外経済の減速懸念や長期化する円高の影響
等もあり、先行きに対する不透明感が払拭されない状況が続いております。 
当社グループを取り巻く物流業界におきましては、内需の持ち直しを受け、自動車関連製品・家電・化

学製品等の荷動きに改善がみられました。 
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

に向けた営業活動に注力してまいりました。また、多様化する顧客のニーズに対応すべく新型コンテナの
開発を進めるほか、引き続き経費削減や業務の効率化にも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22,862百万円（前年同期比2.7％増）、営業利

益は680百万円（同38.4％増）、経常利益は852百万円（同54.9％増）、四半期純利益は405百万円（同
56.3％増）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、期初の低温により灯油の輸送数量が増加したほか、ガソリンや軽油の輸送

についても、夏場の記録的な猛暑の影響等を受け堅調に推移いたしました。この結果、当部門の輸送数
量は465万キロリットル（前年同期比4.4％増）となり、売上高は6,386百万円（同3.2％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や既存顧客との関

係強化による取引拡大に努めたことにより、各種コンテナのリース収入および輸送業務の受託料ともに
増加いたしました。この結果、当部門の売上高は1,541百万円（前年同期比2.4％増）となりました。 
ＬＮＧ（液化天然ガス）部門につきましては、期初や１２月後半以降の低温により都市ガス原料用の

輸送数量が増加したほか、景気回復に伴う需要の増加により、産業用の輸送も好調に推移いたしまし
た。この結果、当部門の売上高は1,510百万円（前年同期比20.5％増）となりました。 
コンテナ部門につきましては、高性能断熱冷蔵コンテナ（スーパーＵＲ）による新規需要の開拓を図

り、輸送数量の確保に努めましたが、天候不順の影響を受け主要輸送品目である野菜類の輸送数量が減
少いたしました。この結果、当部門の売上高は1,771百万円（前年同期比5.0％減）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11,209百万円（前年同期比

3.7％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、堅調であったガソリン等の輸送需要に減退がみられるなか、採算性の向上
を目的に一部の輸送から撤退した影響もあり、輸送数量が減少いたしました。 
高圧ガス部門につきましては、景気回復に伴う需要の増加により、ＬＮＧの輸送を中心に堅調に推移

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数量の増加に加え、主要荷主の輸送需要も改善に向

っており、好調に推移いたしました。 
以上の結果、高圧ガス部門および化成品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３四半期連結累計期間の売上高は11,653百万円（前年同期比1.9％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 6,386百万円 3.2％増

化成品部門 1,541百万円 2.4％増

ＬＮＧ部門 1,510百万円 20.5％増

コンテナ部門 1,771百万円 5.0％減

合計 11,209百万円 3.7％増

 自動車輸送事業 11,653百万円 1.9％増
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 当第３四半期連結会計期間末の総資産は28,465百万円となり、前連結会計年度末に比べ620百万円減少
しました。 
 流動資産は4,967百万円で、前連結会計年度末に比べ9百万円増加しております。固定資産は23,498百万
円となり、前連結会計年度末に比べ629百万円減少しております。これは時価変動に伴う投資有価証券の
増加と減価償却の進捗からの有形固定資産の減少によるものであります。 
 負債は13,076百万円となり、前連結会計年度末に比べ945百万円減少しております。これは主にリース
債務の返済によるものであります。 
 純資産は15,389百万円となり、前連結会計年度末に比べ325百万円増加しました。これは利益剰余金と
評価・換算差額等の増加によるものであります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ
2.3％上昇し、54.1％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、93百万円減
少（前年同期25百万円減少）し220百万円となりました。 
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、2,634百万円増加（前年同期2,958百万円増加）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800百万円、減価償却費2,690百万円、売上債権増加による資金の減少263百万
円および法人税の支払360百万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、1,529百万円減少（前年同期747百万円減少）いたしました。これは主として石

油タンク車、コンテナおよびタンクローリーの取得による支払1,666百万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、1,199百万円減少（前年同期2,235百万円減少）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1,343百万円、短期借入金の増加376百万円および配当金の支払232
百万円によるものであります。 

  

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、以下のとおり若干の上方修正を行いま
す。なお、通期の個別業績予想につきましては、平成22年11月4日に公表のとおりといたします。 

  

○平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

(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

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

 前回発表予想（Ａ） 31,200 900 930 580 17.52
 今回修正予想（Ｂ） 31,600 950 1,050 580 17.52

 増減額（Ｂ－Ａ） 400 50 120 0 －

 増減率（％） 1.3 5.6 12.9 0 －

 （ご参考）前期実績 
 （平成22年3月期） 31,113 893 904 417 12.61
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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。 

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 220 314

受取手形及び売掛金 3,872 3,610

その他 876 1,036

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 4,967 4,958

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 5,346 5,330

コンテナ（純額） 2,680 2,347

土地 4,986 4,987

リース資産（純額） 4,138 5,231

その他（純額） 1,175 1,221

有形固定資産合計 18,327 19,118

無形固定資産

のれん 50 80

無形固定資産合計 50 80

投資その他の資産

投資有価証券 3,986 3,780

その他 1,133 1,147

投資その他の資産合計 5,120 4,928

固定資産合計 23,498 24,127

資産合計 28,465 29,086

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,008 1,851

短期借入金 794 417

未払法人税等 243 281

賞与引当金 263 548

役員賞与引当金 64 80

その他 3,449 3,500

流動負債合計 6,824 6,679

固定負債

リース債務 2,630 3,673

退職給付引当金 2,671 2,692

修繕引当金 258 354

資産除去債務 23 －

その他 667 621

固定負債合計 6,251 7,342

負債合計 13,076 14,022
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 12,755 12,581

自己株式 △30 △29

株主資本合計 14,676 14,503

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 712 560

評価・換算差額等合計 712 560

純資産合計 15,389 15,064

負債純資産合計 28,465 29,086
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(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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 22,253 22,862

売上原価 20,317 20,761

売上総利益 1,936 2,100

販売費及び一般管理費 1,444 1,420

営業利益 491 680

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 111 77

固定資産賃貸料 197 191

持分法による投資利益 4 34

雑収入 65 112

営業外収益合計 380 416

営業外費用

支払利息 164 123

固定資産除売却損 78 50

固定資産賃貸費用 61 58

雑損失 17 12

営業外費用合計 321 244

経常利益 550 852

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 － 26

特別利益合計 － 55

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 548 800

法人税等 288 394

少数株主損益調整前四半期純利益 － 405

少数株主利益 － －

四半期純利益 259 405
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 548 800

減価償却費 2,655 2,690

のれん償却額 62 30

固定資産除売却損益（△は益） 58 1

売上債権の増減額（△は増加） △515 △263

仕入債務の増減額（△は減少） 341 157

その他 92 △374

小計 3,243 3,041

利息及び配当金の受取額 112 78

利息の支払額 △162 △123

法人税等の支払額 △235 △360

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,958 2,634

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 △817 △1,666

有形固定資産の売却による収入 91 138

投資有価証券の増減額（△は増加） △26 △26

その他 4 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △747 △1,529

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） △435 376

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,300 △1,343

長期借入金の増減額（△は減少） △266 －

配当金の支払額 △232 △232

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,235 △1,199

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） △25 △93

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 221 220
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当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22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 

  

前第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

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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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、国内各地への石油類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、石油類、液化石油ガ

ス、液化天然ガス、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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 11,209 11,653 22,862 ― 22,862

セグメント間の内部
売上高又は振替高

249 569 819 △819 ―

計 11,459 12,222 23,681 △819 22,862

セグメント利益 407 272 680 ─ 680
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22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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