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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 8,557 4.6 53 △30.0 106 △11.5 18 △82.0
22年3月期 8,183 △14.6 75 ― 119 ― 104 ―

（注）包括利益 23年3月期 113百万円 （△35.8％） 22年3月期 176百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 5.88 ― 0.7 1.7 0.6
22年3月期 32.75 ― 4.1 2.0 0.9

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  35百万円 22年3月期  7百万円

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

23年3月期 6,196 2,577 41.4 804.45
22年3月期 6,095 2,533 41.4 790.55

（参考） 自己資本   23年3月期  2,567百万円 22年3月期  2,523百万円

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

23年3月期 184 △76 △238 788
22年3月期 191 12 △314 919

2.  配当の状況 

（注）平成２４年３月期の第２四半期及び期末の配当については、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。なお、配当に関
する方針等は４ページ「１．経営成績（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」に記載しております。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 9 9.2 0.4
23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 9 51.0 0.4
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 平成２４年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。なお、当該理由等は３ページ
「１．経営成績（１）経営成績に関する分析（次期の見通し）」に記載しております。 



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、１６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｝及び「表示方法の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 3,200,000 株 22年3月期 3,200,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 8,207 株 22年3月期 8,052 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 3,191,871 株 22年3月期 3,191,948 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 5,755 0.8 4 △91.3 17 △77.8 △17 ―
22年3月期 5,709 △11.0 53 ― 77 ― 55 ―

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

23年3月期 △5.45 ―
22年3月期 17.46 ―

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 5,252 2,190 41.7 685.32
22年3月期 5,246 2,203 42.0 689.49

（参考） 自己資本 23年3月期  2,190百万円 22年3月期  2,203百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示において、財務諸表に対する監査手続が実施中であります。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
 荷主側の物流合理化による取扱量の減少や、不確定要因により実際の業績等が大きく異なる可能性があります。 
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１．経営成績 

(１) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、中国などアジアを中心とした海外景気の持ち直しに伴う輸出の増加

や政府による景気対策効果により回復を続けて来たものの、米国の金融緩和観測が強まったことを受け円高が

進み、株価の低迷等後半から景気は足踏み状態となりました。 

物流業界におきましては、中国、アジア関連の国際貨物輸送に回復の動きが見られましたが、個人消費の低

迷により国内貨物輸送量は減少傾向となりました。 

また、中東情勢の不安からの原油価格の高騰が燃料価格に影響し、業界を取り巻く環境は厳しい状況にあり

ます。 

こうした環境のなか、当社グループにおきましては採算管理と営業力の強化に努めてまいりました。その結

果、当連結会計年度の売上高は8,557百万円と前連結会計年度に比べ373百万円（4.6％）の増収となりました。

これを商品売上と役務売上に分けますと、前連結会計年度に比べ前者は813百万円（34.1％）の増収、後者は

439百万円（7.6％）の減収となります。 

次に損益面につきましては、諸経費の削減に努めたものの、世界的な原油価格の高騰による燃料費の増加等

の要因により、営業利益は 53 百万円（前連結会計年度比 30.0％減）となりました。なお、受取配当金の増配

や持分法による投資利益の増益等もあり、経常利益は 106 百万円（前連結会計年度比 11.5％減）、また、ゴル

フ会員権に係る貸倒引当金戻入額もありましたが、資産除去債務会計基準の適用に伴う特別損失等もあり、当

期純利益は18百万円（前連結会計年度比82.0％減）となりました。 

 

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

(イ) 石油・ドラム缶等販売事業 

ドラム缶等販売においては、新缶の販売及び配送業務の取扱量増加、また石油販売においては、販売数量

及び販売平均単価の上昇等により、売上高は3,203 百万円（前連結会計年度比7.5％増）となり、営業利益

は66百万円（同8.4％増）となりました。 

 (ロ) 貨物自動車運送事業 

石油輸送における輸送量の減少や、化学品輸送における主要取引先の輸送単価見直しによる売上高の減少

はあったものの、全体的な輸送数量の増加により、売上高は3,461 百万円（同0.8％増）となりましたが、

輸送数量が増加した事に伴う燃料費や有料道路代、修繕費等の諸経費が増加し、さらに想定を超えた燃料費

の高騰もあり、営業利益は177百万円（同8.0％減）となりました。 

(ハ) 港湾運送及び通関事業 

昨年来から引続いている円高や、主要取引先事情による輸出取扱量の低迷等により、売上高は526百万円

（同8.7％減）となり、営業利益は8百万円（同19.7％減）となりました。 

 (ニ) 倉庫事業 

取扱品目の輸入停止や主要取引先の生産調整等による取扱量の減少により、売上高は512百万円（同1.5％

減）、営業利益は70百万円（同13.8％減）となりました。 

 (ホ) タンク洗滌・修理事業 

主要取引先からのスポット受注があり、売上高は 854 百万円（同 27.0％増）、営業利益は 44 百万円（同

187.7％増）となりました。 
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(次期の見通し) 

東日本大震災におきまして、当社グループの設備等への被害は軽微なものであり、幸いなことに人的被害

はありませんでした。しかしながら、2012年3月期の連結業績予想につきましては、当社グループに与える

影響が現段階では不透明であり、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため記載しておりません。今後

慎重に精査させていただき、改めて公表いたします。 

 

 (２) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

(イ) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ38百万円減少し、2,638百万円となりました。これは主に、現金及

び預金の減少130百万円、受取手形及び売掛金の増加76百万円等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ140百万円増加し、3,558百万円となりました。これは主に、ホス

トコンピュータの代替などによりリース資産が 85 百万円、保有株式の時価評価額が上昇したことにより投

資有価証券が67百万円それぞれ増加し、ゴルフ会員権の清算等により貸倒引当金が21百万円減少したこと

によるものであります。 

 (ロ) 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ11百万円減少し、2,321百万円となりました。これは主に、短期借

入金の減少 90 百万円、有形固定資産の取得及び軽油引取税の増加により流動負債の「その他」に含まれる

未払金が63百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ68百万円増加し、1,297百万円となりました。これは主に、長期借

入金の約定返済により82百万円減少し、ホストコンピュータの代替などによりリース債務が90百万円、資

産除去債務会計基準の適用により資産除去債務が64百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

 (ハ) 純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べ44百万円増加し、2,577百万円となりました。これは主に、保有株式

の時価評価額が上昇したことによりその他有価証券評価差額金が 35 百万円増加したことによるものであり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京極運輸商事㈱　（9073）　平成23年3月期決算短信

3



 

  

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ 130 百

万円減少し、当連結会計年度末には788百万円となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度において営業活動によって得られた資金は184百万円（前連結会計年度191百万円の獲得）

となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益及び仕入債務の減少によるものであります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度において投資活動によって使用された資金は76百万円（前連結会計年度12百万円の獲得）

となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度において財務活動によって使用された資金は238百万円（前連結会計年度314百万円の使

用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が減少したこと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 
 

 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 平成23年3月期

自己資本比率(％) 37.5 39.4 39.3 41.4 41.4

時価ベースの自己資本比率

(％) 
19.3 26.9 18.0 16.6 17.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率(％) 
11.7 89.7 3.7 7.5 8.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍) 
5.2 0.5 13.9 6.8 7.5

自己資本比率：（純資産合計－少数株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。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。また、利払いについては、連結キャ

ッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

(３) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

株主各位に対し、安定的な配当の継続を重視することを基本方針としております。また、内部留保金につき

ましては、同業他社との激しい競争に対処すべく、営業力強化のため有効な設備に充当してまいりたいと考え

ております。 

当連結会計年度の配当につきましては、上記方針に基き、1株当たり3円の配当を予定しております。 

なお、次期の配当予想につきましては、現時点で合理的な業績予想算定が困難なため記載しておりません。 
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 (４) 事業等のリスク 

① 法規制による影響 

当社グループの主要事業である貨物自動車運送事業において、大気汚染にかかわる国及び地方自治体の環

境確保による法規制は更に強化が予定されていることから、これによる車両代替の設備投資及びコスト増が

予想され、企業収益を圧迫することの影響が大であります。 

② 気候条件の影響 

例えば、国内の暖冬による石油類等の輸送量の減少、冷夏による空冷用ガスの輸送量の減少など、気候条

件が主として石油・ドラム缶等販売事業、貨物自動車運送事業、港湾運送及び通関事業の損益変動要因とな

ります。 

③ 素材価格の影響 

鉄鋼・原油等、素材の価格の高騰が、例えばドラム缶販売量の減少、車両燃料費の高騰など、主として石

油・ドラム缶等販売事業（一部）、貨物自動車運送事業の損益変動要因となります。 

④ 海外の需要動向の影響 

海外の需要動向が得意先の販売量、仕入量に影響を与え、結果、主として港湾運送及び通関事業、倉庫事

業の損益変動要因となります。 

⑤ 入札制度による影響 

タンク洗滌・修理事業、石油・ドラム缶等販売事業（一部）の受注は入札制度で行われます。入札制度に

より他社がより廉価な価格で入札してくる場合など、入札制度での失注が、当該事業の損益変動要因となり

ます。 

なお、上述した将来に関する事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

 

本報告書の記載金額には消費税等は含まれておりません。又、定性的情報の記載金額は単位未満を切捨てて表

示しております。 
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２．企業集団の状況 

  当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（京極運輸商事株式会社）及び子会社4社、関連会社1社よ

り構成されており、石油・ドラム缶等販売事業、貨物自動車運送事業、港湾運送及び通関事業、倉庫事業、タンク

洗滌・修理事業の5部門に関係する事業を行っております。また、その他の関係会社等にはＪＸ日鉱日石エネルギ

ー株式会社があります。 

  当社グループの事業内容及び当社との関係会社等との位置付けは次のとおりであります。なお、次の5部門は報

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の区分と同一であります。 

（石油・ドラム缶等販売事業） 

   本業は顧客の需要に応じて石油類容器の賃貸借及び売買、石油製品類及びその副産物の売買を主とし、これら

販売における配送業務を行っております。 

   （主な関係会社）京極石油㈱ 

 （貨物自動車運送事業） 

   本業は顧客の需要に応じ自動車により貨物を運送し、その対価として運賃を収受するものであり、道路運送法

による一般貨物自動車運送事業の許可を受けて、日本各地に拠点を設けておりますが、主として関東一円の営業

を行っております。また、当該事業の関連施設における構内作業を行っております。 

   業務の主力はタンクローリーによる石油類、化学製品等の液体貨物輸送で普通トラックは一般貨物及び容器類、

石油類、化学製品類等の輸送を行っております。また、顧客の需要に応じて自己及び他人の名をもって、貨物運

送業者による貨物運送の取次、受取、委託を行い対価を収受するもので貨物運送取扱事業法による許可及び登録

を受けて営業活動を行うものであります。 

   （主な関係会社）京浜京極運送㈱、㈱ＴＳトランスポート及び㈱弥生京極社 

 （港湾運送及び通関事業） 

   本業は荷主及び船舶運行業者の委託を受け、貨物の受渡しを伴う港湾荷役、貨物の本船への積込み、または本

船からの取卸し貨物の上屋への搬出入、若しくは船舶からの積卸し、またはこれら貨物の上屋における保管、荷

捌等の作業を行うもので当社は次の免許を受けております。 

   ①一般港湾運送事業（一種限定） 

   ②港湾荷役事業（沿岸限定） 

   ③通関事業 

 （倉庫事業） 

   本業は倉庫業法による許可を受けて顧客のために物品を倉庫に保管し、保管貨物の入出庫及びはい替え等の諸

作業を行いその対価として、保管料、荷役料を収受するものであります。また、当該事業の関連施設における構

内作業を行っております。 

 （タンク洗滌・修理事業） 

   本業は顧客の需要に応じて石油・化学製品及びその他の貯蔵タンクの洗滌・修理並びに配管工事等を行うもの

であります。 

   （主な関係会社）日本タンクサービス㈱ 
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 事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 ＊印は、連結子会社  ※印は持分法適用関連会社 

 

３．経営方針 

(１) 会社の経営の基本方針 

当社グループは1891年（明治24年）創業以来、石油製品、液体化学品、高圧ガス等に関連した運送事業を

中心とし、港湾運送、通関業務、倉庫事業、ドラム缶等の容器販売事業、タンク洗滌・修理事業等総合物流関

連事業を展開してまいりました。 

当社グループは常に事業を通じての社会への奉仕を旨とし、「信用第一」を経営理念としてまいりました。

更に長年蓄積された物流のノウハウを活かし、安全かつスピーディな提案型営業を推進しております。 

 

 (２) 目標とする経営指標 

経営基盤確立のため、有利子負債の削減及び安定的な経常利益の確保に努めてまいります。 

 

 (３) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは中期の展望（平成23年～平成25年）において、収益性の向上のため組織の簡素化、事務効

率化、安全作業、有効な設備投資、人材の 適配置に努め、より安定した事業体制を確立することを目指して

おります。 

特に主力事業部門の貨物自動車運送事業における、原価管理システムによるコスト管理の徹底、運送効率向

上、既存得意先の取扱量増、新規得意先の獲得に重点を置き、推進してまいります。 

なお、ディーゼル車排ガス規制に対処し中長期の設備計画のもと、設備投資による資金面、経費負担増を平

準化し安定的な利益確保に努めてまいります。 

また、収益の向上には、グループを通じた部門情報の共有と連携を密にし、選択と集中でシナジー効果を発

揮し、既存得意先からの高い信頼のもと、増収に努めてまいります。 
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 (４) 会社の対処すべき課題 

当社グループとしましては、企業の社会的責任を果たすべく、リスク管理やコンプライアンスを徹底し、市

場の変化と顧客のニーズに対応した積極的な営業展開を図ります。また、内部統制の行き届いた管理体制を構

築し、安全と品質のルール遵守と安全管理体制の向上に努力を傾注し、顧客に満足いただけるサービスの提供

をすることをめざしております。 

 

(５) 内部管理体制の整備・運用 

内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、平成22年11月1日に発表しております「コーポレ

ート・ガバナンスに関する報告書」に記載の通りであります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 999,369 868,538

受取手形及び売掛金 1,434,675 1,511,282

リース投資資産 4,580 10,302

商品 9,144 12,626

原材料及び貯蔵品 12,505 34,566

半成工事 40,971 39,781

繰延税金資産 61,608 51,791

その他 121,894 118,535

貸倒引当金 △7,076 △8,648

流動資産合計 2,677,670 2,638,773

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,881,759 2,965,933

減価償却累計額 △2,055,932 △2,167,548

建物及び構築物（純額） 825,827 798,385

機械及び装置 344,770 342,956

減価償却累計額 △266,258 △262,005

機械及び装置（純額） 78,512 80,951

車両運搬具 2,188,945 2,168,927

減価償却累計額 △2,008,551 △1,982,587

車両運搬具（純額） 180,394 186,340

土地 1,250,562 1,251,288

リース資産 164,639 295,922

減価償却累計額 △29,589 △75,069

リース資産（純額） 135,050 220,853

その他 210,432 193,174

減価償却累計額 △177,457 △163,669

その他（純額） 32,975 29,505

有形固定資産合計 2,503,320 2,567,322

無形固定資産 10,715 9,685

投資その他の資産   

投資有価証券 711,130 778,262

リース投資資産 14,511 34,943

その他 204,680 172,911

貸倒引当金 △26,300 △4,973

投資その他の資産合計 904,021 981,143

固定資産合計 3,418,056 3,558,150

資産合計 6,095,726 6,196,923
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 884,349 902,529

短期借入金 991,440 900,645

リース債務 35,534 63,970

未払費用 155,232 164,946

未払法人税等 57,318 18,040

賞与引当金 97,827 96,596

資産除去債務 － 5,251

その他 112,058 169,928

流動負債合計 2,333,758 2,321,905

固定負債   

長期借入金 456,645 374,000

リース債務 126,202 216,967

繰延税金負債 9,476 1,245

退職給付引当金 514,984 553,860

役員退職慰労引当金 53,695 50,534

資産除去債務 － 64,501

その他 67,683 36,287

固定負債合計 1,228,685 1,297,394

負債合計 3,562,443 3,619,299

純資産の部   

株主資本   

資本金 160,000 160,000

資本剰余金 4,995 4,995

利益剰余金 2,301,784 2,310,974

自己株式 △2,609 △2,669

株主資本合計 2,464,170 2,473,300

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 59,235 94,344

その他の包括利益累計額合計 59,235 94,344

少数株主持分 9,878 9,980

純資産合計 2,533,283 2,577,624

負債純資産合計 6,095,726 6,196,923
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（２）連結損益及び包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 8,183,145 8,557,116

売上原価 7,608,478 7,973,642

売上総利益 574,667 583,474

販売費及び一般管理費   

販売費 21,167 21,717

一般管理費 477,635 508,624

販売費及び一般管理費合計 498,802 530,341

営業利益 75,865 53,133

営業外収益   

受取利息 955 540

受取配当金 16,247 18,522

営業車両売却益 5,950 2,039

持分法による投資利益 7,033 35,374

補助金収入 34,896 8,815

軽油引取税交付金 7,797 8,281

その他 4,896 6,639

営業外収益合計 77,774 80,210

営業外費用   

支払利息 28,411 25,291

営業車両売却損 3,158 －

その他 2,189 1,978

営業外費用合計 33,758 27,269

経常利益 119,881 106,074

特別利益   

固定資産売却益 189 72

賞与引当金戻入額 44,144 －

投資有価証券売却益 － 15,220

貸倒引当金戻入額 2,580 24,960

特別利益合計 46,913 40,252

特別損失   

固定資産売却損 4 350

固定資産除却損 8,263 6,177

投資有価証券評価損 679 －

退職特別加算金 1,200 －

事務所移転費用 12,203 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,083

過年度源泉所得税納付額 － 22,739

その他 － 6,018

特別損失合計 22,349 93,367

税金等調整前当期純利益 144,445 52,959

法人税、住民税及び事業税 56,201 45,089

法人税等調整額 △17,047 △11,112

法人税等合計 39,154 33,977

少数株主損益調整前当期純利益 － 18,982

少数株主利益 739 202

当期純利益 104,552 18,780
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主利益 － 202

少数株主損益調整前当期純利益 － 18,982

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 82,257

持分法適用会社に対する持分相当額 － 12,087

その他の包括利益合計 － 94,344

包括利益 － 113,326

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 113,056

少数株主に係る包括利益 － 270
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 160,000 160,000

当期末残高 160,000 160,000

資本剰余金   

前期末残高 4,995 4,995

当期末残高 4,995 4,995

利益剰余金   

前期末残高 2,197,232 2,301,784

当期変動額   

剰余金の配当 － △9,590

当期純利益 104,552 18,780

当期変動額合計 104,552 9,190

当期末残高 2,301,784 2,310,974

自己株式   

前期末残高 △2,609 △2,609

当期変動額   

自己株式の取得 － △60

当期変動額合計 － △60

当期末残高 △2,609 △2,669

株主資本合計   

前期末残高 2,359,618 2,464,170

当期変動額   

剰余金の配当 － △9,590

当期純利益 104,552 18,780

自己株式の取得 － △60

当期変動額合計 104,552 9,130

当期末残高 2,464,170 2,473,300

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 47,195 59,235

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,040 35,109

当期変動額合計 12,040 35,109

当期末残高 59,235 94,344

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 47,195 59,235

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,040 35,109

当期変動額合計 12,040 35,109

当期末残高 59,235 94,344
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 40,860 9,878

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,982 102

当期変動額合計 △30,982 102

当期末残高 9,878 9,980

純資産合計   

前期末残高 2,447,673 2,533,283

当期変動額   

剰余金の配当 － △9,590

当期純利益 104,552 18,780

自己株式の取得 － △60

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,942 35,211

当期変動額合計 85,610 44,341

当期末残高 2,533,283 2,577,624
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 144,445 52,959

減価償却費 181,268 187,881

持分法による投資損益（△は益） △7,033 △35,374

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,213 △1,231

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,744 38,876

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,205 △3,161

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,559 △19,755

受取利息及び受取配当金 △17,202 △19,062

支払利息 28,411 25,291

固定資産売却損益（△は益） △2,977 △1,761

固定資産除却損 8,263 6,177

投資有価証券売却損益（△は益） － △15,220

投資有価証券評価損益（△は益） 679 －

売上債権の増減額（△は増加） △139,327 △76,607

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,056 △24,353

仕入債務の増減額（△は減少） 112,195 18,180

未払費用の増減額（△は減少） △18,298 9,699

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,083

その他 △73,883 54,184

小計 204,662 254,806

利息及び配当金の受取額 19,502 21,362

利息の支払額 △27,937 △24,741

法人税等の支払額 △4,752 △66,966

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,475 184,461

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △26,099 △18,585

投資有価証券の売却による収入 － 15,720

有形固定資産の取得による支出 △60,805 △116,225

有形固定資産の売却による収入 20,965 9,324

その他 78,667 33,403

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,728 △76,363

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △48,000 －

長期借入金の返済による支出 △235,080 △173,440

自己株式の取得による支出 － △60

リース債務の返済による支出 △30,557 △55,739

配当金の支払額 － △9,590

少数株主への配当金の支払額 △420 △100

財務活動によるキャッシュ・フロー △314,057 △238,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △109,854 △130,831

現金及び現金同等物の期首残高 1,029,223 919,369

現金及び現金同等物の期末残高 919,369 788,538
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(５) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(６) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の有価証券報告書（平成22年6月29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。 

 

(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 

   （資産除去債務に関する会計基準等） 

    当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は、それぞれ2,036千円減少し、税金等調整前当期純

利益は60,119千円減少しております。 

 

(８) 表示方法の変更 

   （連結損益及び包括利益計算書関係） 

    当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に

基づき財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年3月24日 内閣府令第5号）を適用し、「少数

株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

 

(９) 追加情報 

    当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年6月30日）を

適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年

度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 
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 (１０) 連結財務諸表に関する注記事項 

連結財務諸表に関する注記事項については、 近の有価証券報告書（平成22年6月29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。 

 

 

（連結損益及び包括利益計算書関係） 

   当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

 ※1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

     親会社株主に係る包括利益       175,722千円 

     少数株主に係る包括利益          685千円   

              計         176,407千円 

 

 ※2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

     その他有価証券評価差額金        59,235千円 

     持分法適用会社に対する持分相当額    11,881千円   

              計          71,116千円 

 

（セグメント情報等） 

(イ) 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 
 

 

石油・ドラム
缶等販売事

業 
（千円）

貨物自動車
運送事業 
（千円） 

構内作業・機
械荷役 
事業 

（千円）

港湾運送
及び通関
事業 

（千円）

倉庫事業
（千円）

タンク洗
滌・修理
事業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円）

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 
2,389,166 4,088,138 56,015 576,253 400,978 672,595 8,183,145 ― 8,183,145

(2)セグメント間の 
内部売上高 

282,036 131,979 440 680 400 1,538 417,073 (417,073) ―

計 2,671,202 4,220,117 56,455 576,933 401,378 674,133 8,600,218 (417,073) 8,183,145

営業費用 2,643,857 3,985,467 27,002 566,259 356,057 658,535 8,237,177 (129,897) 8,107,280

営業利益 27,345 234,650 29,453 10,674 45,321 15,598 363,041 (287,176) 75,865

Ⅱ 資産・減価償却費及び
資本的支出 

   

資産 978,765 2,279,668 6,811 226,657 670,649 429,062 4,591,612 1,504,114 6,095,726

減価償却費 700 113,030 96 4,527 46,126 14,626 179,105 2,163 181,268

資本的支出 870 125,504 ― 994 3,572 9,624 140,564 5,159 145,723
 

 (注)１ 事業区分の方法 

当社の売上の集計区分によっております。 

２ 各事業区分の主要製品及び役務 

(1)石油・ドラム缶等販売事業：石油製品・各種ドラム缶及びその他商品等の販売 

(2)貨物自動車運送事業：石油類、化学製品等の液体輸送他の貨物運送事業及び自動車運送取扱事業 

(3)構内作業・機械荷役事業：得意先構内における荷役作業 

(4)港湾運送及び通関事業：港湾貨物の搬出入、荷捌、保管及び輸出入貨物の通関業務 

(5)倉庫事業：物品の倉庫保管及び入出庫にかかる諸作業 

(6)タンク洗滌・修理事業：石油・化学製品の貯蔵タンクの洗滌・修理 

 

(ロ) 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
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  (ハ) 海外売上高 

前連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

当社及び連結子会社において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

  (ニ) セグメント情報 

   ①報告セグメントの概要 

    当社の報告セグメントは、当社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。 

    当社は、社内業績管理単位である業種別の営業管理部門を置き、各営業管理部門は取り扱う製品及び労務提

供についての包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。よって、当社は営業管理部門を基礎とし

た業種別セグメントから構成されており、「石油・ドラム缶等販売事業」、「貨物自動車運送事業」、「港湾運送及

び通関事業」及び「倉庫事業」並びに「タンク洗滌・修理事業」の5つを報告セグメントとしております。 

    「石油・ドラム缶等販売事業」は、石油製品、各種ドラム缶及びその他商品等を販売し、これら販売におけ

る配送業務を行っております。「貨物自動車運送事業」は、石油類・化学製品類の液体輸送他の貨物運送事業及

び自動車運送取扱事業を行い、また、これら事業の関連施設における構内作業を行っております。「港湾運送及

び通関事業」は、港湾貨物の搬出入、荷捌、保管及び輸出入貨物の通関業務を行っております。「倉庫事業」は、

物品の倉庫保管及び入出庫にかかる諸作業を行い、また、これら事業の関連施設における構内作業を行ってお

ります。「タンク洗滌・修理事業」は、石油・化学製品の貯蔵タンクの洗滌及び修理事業等を行っております。 

 

   ②報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

    報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。 

 

   ③報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

   当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 
石油・ドラム缶等

販売事業 
貨物自動車 
運送事業 

港湾運送及び
通関事業 

倉庫事業 
タンク洗滌・ 
修理事業 

合計 

 売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 3,203,054 3,461,190 526,272 512,339 854,261 8,557,116

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

345,914 137,132 152 1,170 1,152 485,520

計 3,548,968 3,598,322 526,424 513,509 855,413 9,042,636

セグメント利益 66,686 177,737 8,572 70,680 44,876 368,551

セグメント資産 1,146,145 2,127,787 255,109 657,538 503,511 4,690,090

 

   ④報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

売上高 金額 

報告セグメント計 9,042,636

セグメント間取引消去 △485,520

連結財務諸表の売上高 8,557,116
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（単位：千円） 

利益 金額 

報告セグメント計 368,551

セグメント間取引消去 △5

全社費用（注） △315,413

連結財務諸表の営業利益 53,133

 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

（単位：千円） 

資産 金額 

報告セグメント計 4,690,090

全社資産（注） 1,506,833

連結財務諸表の資産合計 6,196,923

 （注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。 

 

  （追加情報） 

    当連結連結会計年度より「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。 

 

（１株当たり情報） 
 

前連結会計年度 

（自 平成21年4月 1日） 

（至 平成22年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年4月 1日） 

（至 平成23年3月31日） 

１株当たり純資産額 790円55銭  １株当たり純資産額 804円45銭  

１株当たり当期純利益 32円75銭  １株当たり当期純利益 5円88銭  

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益について、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

 

前連結会計年度 

（自 平成21年4月 1日） 

（至 平成22年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年4月 1日）

（至 平成23年3月31日）

１株当たり当期純利益 

当期純利益(千円) 104,552 18,780

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 104,552 18,780

普通株式の期中平均株式数(株) 3,191,948 3,191,871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京極運輸商事㈱　（9073）　平成23年3月期決算短信

19



 

 

（重要な後発事象） 

   京浜京極運送株式会社との合併 

    当社は平成23年2月24日の取締役会において、100％出資子会社である京浜京極運送株式会社（以下「京浜

京極運送」といいます。）を平成23年6月1日付けにて、吸収合併する旨の決議をいたしました。 

   （1）合併の目的 

      京浜京極運送は当社の 100％出資子会社であり、主に当社の港湾運送業部門の配送業務を受託し、トレ

ーラによる海上コンテナ輸送とトラックによる配送業務を中心に行ってまいりました。 

      このたび、管理部門を統合し、経営の効率化を図るため、吸収合併することを決定いたしました。 

   （2）合併の要旨 

     ①合併の日程 

      取締役会決議日（子会社）   平成23年2月24日 

      合併契約締結日        平成23年2月24日 

      合併承認取締役会（当社）   平成23年2月24日 

      合併効力発生日        平成23年6月1日 

      ※当社は、会社法第796条第3項に定める簡易合併の規定により、また、京浜京極運送においては、会

社法第784条第1項に定める略式合併の規定により、それぞれ合併契約に関する株主総会の承認を得るこ

となく行うものであります。 

     ②合併方式 

       当社を存続会社、京浜京極運送を消滅会社とする吸収合併方式であります。 

     ③合併比率および合併交付金 

       100％出資の子会社との合併でありますので、新株式および合併交付金の支払いはありません。 

なお、本合併において当社の資本金の増加はありません。 

     ④消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

       京浜京極運送は新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

   （3）合併当事会社の状況 

         （平成22年3月31日現在） 

（１） 商 号 
京極運輸商事株式会社 

（存続会社） 

京浜京極運送株式会社 
（消滅会社） 

（２） 事 業 内 容 貨物自動車運送事業 一般貨物自動車運送事業 
（３） 設 立 年 月 日 昭和22年5月12日 昭和56年5月15日 

（４） 本 店 所 在 地 東京都中央区日本橋浜町1-2-1 川崎市川崎区鋼管通4-17-2 

（５） 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 

 山谷 純 

代表取締役社長 

 望月 邦行 

（６） 資 本 金 の 額 160,000千円 35,000千円 

（７） 発 行 済 株 式 数 3,200,000株 70,000株 

（８） 純 資 産 2,533,283千円（連結） 66,654千円 

（９） 総 資 産 6,095,726千円（連結） 109,954千円 

（10） 事 業 年 度 の 末 日 3月31日 3月31日 

（11） 大株主及び持分比率 
（平成22年9月30日現在） 

JXホールディングス株式会社        30.54％ 

石田 春久             5.61％

明治安田生命保険相互会社      5.00％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行     4.97％

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社     4.97％

京極運輸商事株式会社       100.00％

  （注）平成 23 年 3 月期の純資産、総資産につきましては、合併契約締結時点において未確定であるため、平成

22年3月期のものを記載しております。 
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   （4）実施した会計処理の概要 

      「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に

基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

   （5）合併後の状況 

      本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。 

   （6）今後の見通し 

      本合併は、完全子会社との合併であるため、当社への連結業績への影響はありません。 

 

 

 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退

職給付関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係、資産除去債務関係、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。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 759,117 662,629

受取手形 97,448 112,502

売掛金 851,901 807,955

リース投資資産 4,579 10,302

商品 9,286 12,773

貯蔵品 11,775 27,129

立替金 47,693 72,002

前払費用 15,860 13,882

繰延税金資産 43,077 39,382

関係会社短期貸付金 115,400 115,400

未収入金 50,154 53,027

その他 2,133 2,397

貸倒引当金 △4,797 △6,111

流動資産合計 2,003,629 1,923,269

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,512,127 2,591,001

減価償却累計額 △1,759,301 △1,860,509

建物（純額） 752,825 730,492

構築物 336,734 336,858

減価償却累計額 △288,699 △292,438

構築物（純額） 48,035 44,420

機械及び装置 128,286 113,287

減価償却累計額 △112,949 △100,584

機械及び装置（純額） 15,336 12,703

車両運搬具 1,986,134 1,958,635

減価償却累計額 △1,827,543 △1,793,381

車両運搬具（純額） 158,591 165,254

工具、器具及び備品 208,026 190,769

減価償却累計額 △176,281 △162,370

工具、器具及び備品（純額） 31,745 28,399

土地 1,110,665 1,111,391

リース資産 99,117 230,402

減価償却累計額 △14,833 △46,837

リース資産（純額） 84,284 183,565

有形固定資産合計 2,201,484 2,276,224

無形固定資産   

借地権 1,682 1,683

ソフトウエア 2,754 1,994

その他 4,424 4,424

無形固定資産合計 8,861 8,101
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 444,263 437,034

関係会社株式 373,096 417,082

出資金 57,010 57,010

関係会社長期貸付金 76,500 41,100

リース投資資産 14,510 34,943

破産更生債権等 － 4,123

長期前払費用 3,844 3,939

差入保証金 23,281 23,125

保険積立金 20,560 22,927

ゴルフ会員権 42,475 875

その他 2,442 6,772

貸倒引当金 △25,835 △4,123

投資その他の資産合計 1,032,150 1,044,807

固定資産合計 3,242,495 3,329,132

資産合計 5,246,125 5,252,401

負債の部   

流動負債   

買掛金 626,366 630,794

短期借入金 818,000 818,000

1年内返済予定の長期借入金 173,440 82,645

リース債務 21,877 50,516

未払金 3,973 15,464

未払費用 128,887 140,870

未払事業所税 812 817

未払法人税等 55,064 8,093

未払消費税等 17,147 6,693

賞与引当金 78,326 75,799

預り金 31,194 26,786

流動負債合計 1,955,091 1,856,477

固定負債   

長期借入金 456,645 374,000

リース債務 86,444 190,663

繰延税金負債 9,476 －

退職給付引当金 503,735 542,052

役員退職慰労引当金 30,381 33,731

資産除去債務 － 64,501

その他 370 429

固定負債合計 1,087,052 1,205,376

負債合計 3,042,144 3,061,853
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 160,000 160,000

資本剰余金   

資本準備金 1,072 1,072

資本剰余金合計 1,072 1,072

利益剰余金   

利益準備金 40,000 40,000

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 267,925 253,772

別途積立金 1,261,000 1,261,000

繰越利益剰余金 408,943 396,076

利益剰余金合計 1,977,868 1,950,848

自己株式 △1,970 △2,030

株主資本合計 2,136,970 2,109,890

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 67,012 80,658

評価・換算差額等合計 67,012 80,658

純資産合計 2,203,982 2,190,548

負債純資産合計 5,246,125 5,252,401
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

石油、ドラム缶及びその他商品売上収入 1,166,189 －

貨物自動車運送収入 3,508,048 －

構内作業及び機械荷役収入 56,455 －

港湾運送及び通関収入 576,932 －

倉庫収入 401,378 －

売上高 － 5,755,825

売上高合計 5,709,005 5,755,825

売上原価   

石油、ドラム缶及びその他の商品販売費 1,136,037 －

貨物自動車運送作業費 3,244,473 －

構内作業及び機械荷役作業費 26,120 －

港湾運送及び通関作業費 557,721 －

倉庫作業費 351,675 －

売上原価 － 5,372,064

売上原価合計 5,316,029 5,372,064

売上総利益 392,976 383,761

販売費及び一般管理費   

役員報酬 40,966 50,700

給料及び手当 163,030 180,979

賞与引当金繰入額 12,625 14,140

退職給付引当金繰入額 15,881 17,617

役員退職慰労引当金繰入額 5,181 7,350

福利厚生費 2,118 2,341

賃借料 25,849 19,631

支払手数料 32,906 24,244

減価償却費 1,885 10,897

その他 39,116 51,232

販売費及び一般管理費合計 339,561 379,131

営業利益 53,414 4,630

営業外収益   

受取利息 4,756 3,670

受取配当金 19,636 22,343

営業車両売却益 4,411 1,807

補助金収入 25,309 6,864

雑収入 2,324 4,149

営業外収益合計 56,438 38,833

営業外費用   

支払利息 27,599 24,668

営業車両売却損 3,157 －

雑支出 1,113 1,486

営業外費用合計 31,870 26,154

経常利益 77,982 17,309
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 188 72

賞与引当金戻入額 44,143 －

投資有価証券売却益 － 15,220

貸倒引当金戻入額 2,580 24,960

特別利益合計 46,913 40,252

特別損失   

固定資産売却損 － 350

固定資産除却損 7,810 6,177

退職特別加算金 1,200 －

投資有価証券評価損 679 －

事務所移転費用 12,349 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 53,254

その他 － 229

特別損失合計 22,039 60,010

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 102,856 △2,449

法人税、住民税及び事業税 54,063 33,238

法人税等調整額 △7,006 △18,257

法人税等合計 47,056 14,981

当期純利益又は当期純損失（△） 55,800 △17,430
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売上原価明細書 

 前事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

科目 石油、ドラム缶及び

その他商品販売費 

（千円） 

貨物自動車 

運送作業費 

（千円） 

構内作業及び 

機械荷役作業費 

（千円） 

港湾運送及び 

通関作業費 

（千円） 

倉庫作業費 

（千円） 

合計 

（千円） 

商品仕入費 1,045,316 92.0 ― ― ― ― ― ― ― ― 1,045,316 19.7

人件費 36,306 3.2 1,172,333 36.1 22,422 85.8 173,679 31.1 105,646 30.0 1,510,388 28.4

下払費 44,748 3.9 982,139 30.3 2,442 9.4 314,804 56.5 16,166 4.6 1,360,300 25.6

その他 9,665 0.9 1,090,001 33.6 1,255 4.8 69,238 12.4 229,862 65.4 1,400,023 26.3

当期売上原価 1,136,037 100.0 3,244,473 100.0 26,120 100.0 557,721 100.0 351,675 100.0 5,316,029 100.0

 

 当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

科目 売上原価 

（千円） 

合計 

（千円） 

商品仕入費 1,107,713 20.6 1,107,713 20.6

人件費 1,483,393 27.6 1,483,393 27.6

下払費 1,416,705 26.4 1,416,705 26.4

その他 1,364,253 25.4 1,364,253 25.4

当期売上原価 5,372,064 100.0 5,372,064 100.0
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 160,000 160,000

当期末残高 160,000 160,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,072 1,072

当期末残高 1,072 1,072

資本剰余金合計   

前期末残高 1,072 1,072

当期末残高 1,072 1,072

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 40,000 40,000

当期末残高 40,000 40,000

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 282,290 267,925

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △14,365 △14,153

当期変動額合計 △14,365 △14,153

当期末残高 267,925 253,772

別途積立金   

前期末残高 1,261,000 1,261,000

当期末残高 1,261,000 1,261,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 338,777 408,943

当期変動額   

剰余金の配当 － △9,590

当期純利益又は当期純損失（△） 55,800 △17,430

圧縮記帳積立金の取崩 14,365 14,153

当期変動額合計 70,165 △12,867

当期末残高 408,943 396,076

利益剰余金合計   

前期末残高 1,922,067 1,977,868

当期変動額   

剰余金の配当 － △9,590

当期純利益又は当期純損失（△） 55,800 △17,430

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期変動額合計 55,800 △27,020

当期末残高 1,977,868 1,950,848
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,970 △1,970

当期変動額   

自己株式の取得 － △60

当期変動額合計 － △60

当期末残高 △1,970 △2,030

株主資本合計   

前期末残高 2,081,169 2,136,970

当期変動額   

剰余金の配当 － △9,590

当期純利益又は当期純損失（△） 55,800 △17,430

自己株式の取得 － △60

当期変動額合計 55,800 △27,080

当期末残高 2,136,970 2,109,890

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 54,760 67,012

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,250 13,646

当期変動額合計 12,250 13,646

当期末残高 67,012 80,658

評価・換算差額等合計   

前期末残高 54,760 67,012

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,250 13,646

当期変動額合計 12,250 13,646

当期末残高 67,012 80,658

純資産合計   

前期末残高 2,135,929 2,203,982

当期変動額   

剰余金の配当 － △9,590

当期純利益又は当期純損失（△） 55,800 △17,430

自己株式の取得 － △60

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,250 13,646

当期変動額合計 68,051 △13,434

当期末残高 2,203,982 2,190,548
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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。 

 

(５) 表示方法の変更 

   （損益計算書関係） 

    従来、売上高においては、「石油、ドラム缶及びその他商品売上収入」、「貨物自動車運送収入」、「構内作業

及び機械荷役収入」及び「港湾運送及び通関収入」並びに「倉庫収入」、売上原価においては、「石油、ドラ

ム缶及びその他の商品販売費」、「貨物自動車運送作業費」、「構内作業及び機械荷役作業費」及び「港湾運送

及び通関作業費」並びに「倉庫作業費」と、それぞれセグメント区分に関連付けて表示しておりましたが、

セグメント情報の充実もあり、当事業年度より「売上高」及び「売上原価」にそれぞれ一括して表示してお

ります。 
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６．その他 

 （１）役員の異動（平成23年6月29日付予定） 
 

① 代表者の異動 

  該当事項はありません 

  

② その他の役員の異動 

１ 新任取締役候補 

取締役京葉支店長     千代 敬三   （現 京葉副支店長） 

取締役京浜支店長     中野 規夫   （現 京浜支店長） 

２ 退任取締役候補 

    常務取締役輸送管理部長  下崎 貴志   （引き続き京極石油株式会社 代表取締役社長就任予定）

（京極石油株式会社代表取締役社長） 

  平成23年5月13日付当社「代表取締役の担当業務および役員の異動に関するお知らせ」で発表の

とおりであります。 
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