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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 2,210 6.8 △6 ― 7 △73.0 △11 ―
23年3月期第1四半期 2,070 5.8 10 ― 26 ― △48 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 133百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △1百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △3.67 ―
23年3月期第1四半期 △15.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 6,434 2,606 40.4
23年3月期 6,196 2,577 41.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,596百万円 23年3月期  2,567百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 4,415 3.8 0 ― 7 △85.7 △8 ― △2.51
通期 8,670 1.3 75 41.5 95 △10.4 40 122.2 12.53



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー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が記載の予想数値と大きく異なる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「（２）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 京浜京極運送株式会社

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 3,200,000 株 23年3月期 3,200,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 8,281 株 23年3月期 8,207 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,191,756 株 23年3月期1Q 3,191,948 株
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１．当四半期決算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 

    当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災によ

り大きな打撃を受けました。一部には回復の兆しも見られますが、電力供給の制約や原子力災害及び原

油高の影響に加え、欧州の財政不安や米国経済の先行き懸念など、経済環境は依然として不透明な状況

が続いております。 

    物流業界におきましても、震災の影響により落ち込んだ輸送量の回復が遅れており、更に燃料費の高

騰など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。 

    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、売上高は2,210百万円と前年同四半期と比べ140百万円（6.8％）の増収となりました。 

    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、売上総利益率の高い事業における売上高

の減少や世界的な原油価格の高騰による燃料費の増加等により、営業損失は6百万円（前年同四半期営

業利益 10 百万円）となりました。なお、受取配当金の増加により経常利益は 7 百万円（前年同四半期

経常利益 27 百万円）となりましたが、震災の影響によるリース資産解約等により、四半期純損失は 12

百万円（前年同四半期純損失48百万円）となりました。 

 

    なお、セグメント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 

      石油販売においては、販売平均単価の上昇による増収、またドラム缶等販売においては、新缶・

更生缶販売及び配送が順調に推移したものの、仕入費も増加し、結果として売上高は844百万円と

前年同四半期と比べ79百万円（10.3％）の増収となり、セグメント利益（営業利益）は14百万円

と前年同四半期と比べ4百万円（21.5％）の減益となりました。 

   （ロ）貨物自動車運送事業 

      震災の影響により、輸送量は取引先毎に異なるものの、全体としては大きく減少しました。また

修繕費や有料道路代等の諸経費が増加し、更に想定を超えた燃料費の高騰もあり、売上高は840百

万円と前年同四半期と比べ 22 百万円（2.6％）の減収となり、セグメント利益（営業利益）は 31

百万円と前年同四半期と比べ14百万円（30.9％）の減益となりました。 

   （ハ）港湾運送及び通関事業 

      震災の影響による輸出取扱量の低迷や昨年来から引続いている円高にもかかわらず売上水準はほ

ぼ変わらなかったものの、利益率の低い取引きの増加等で利益率が悪化し、売上高は142百万円と

前年同四半期と比べ 1 百万円（0.7％）の増収となり、セグメント利益（営業利益）は 1 百万円と

前年同四半期と比べ5百万円（80.4％）の減益となりました。 

   （ニ）倉庫事業 

      主要取引先の生産調整等があり、取扱量は減少したものの、徹底したコスト削減に努めた結果、

売上高は120百万円と前年同四半期と比べ11百万円（8.5％）の減収となり、セグメント利益（営

業利益）は14百万円と前年同四半期と比べ1百万円（6.1％）の増益となりました。 

   （ホ）タンク洗滌・修理事業 

      震災により被災したタンク設備の復旧作業や、火力発電設備の修復受注等があり、売上高は 264

百万円と前年同四半期と比べ 94 百万円（54.8％）の増収となり、セグメント利益（営業利益）は

10百万円と前年同四半期と比べ3百万円（57.0％）の増益となりました。 
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（２）連結業績予想に関する定性的情報 

    平成 24 年 3 月期の業績予想につきましては、東日本大震災の影響により合理的な算定が困難であっ

たことから、平成 23 年 3 月期決算短信発表時点では未定としておりましたが、現時点で入手可能な情

報、業績の動向等を勘案し、今後の見通しについて一定の予測が可能となった事から、以下の通り開示

いたします。 

平成24年3月期 第2四半期（累計）連結業績予想数値(平成23年4月1日～平成23年9月30日) 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期 

純利益 

1株当たり 

四半期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円      円 銭 

今回修正予想 (Ｂ) 4,415 0 7 △8 △2.51

（ご参考）前期第2四半期実績 

(平成23年3月期第2四半期) 
4,253 31 49 △45 △14.13

 

平成24年3月期 通期連結業績予想数値(平成23年4月1日～平成24年3月31日) 

 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 

今回修正予想 (Ｂ) 8,670 75 95 40 12.53

（ご参考）前期実績 

(平成23年3月期) 
8,557 53 106 18 5.88

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

    前連結会計年度末において、当社の連結子会社であった京浜京極運送株式会社は、平成 23 年 6 月 1

日付けにて当社を存続会社とした吸収合併を行った事に伴い消滅いたしました。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    特有の会計処理 

     税金費用については、当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する方法を採用しております。 

     

（追加情報） 

     当第 1 四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21

年12月4日）を適用しております。 
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 868,538 969,137

受取手形及び売掛金 1,511,282 1,513,637

リース投資資産 10,302 12,723

商品 12,626 14,941

原材料及び貯蔵品 34,566 26,283

半成工事 39,781 86,722

繰延税金資産 51,791 51,485

その他 118,535 115,389

貸倒引当金 △8,648 △5,334

流動資産合計 2,638,773 2,784,983

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,965,933 2,966,112

減価償却累計額 △2,167,548 △2,182,595

建物及び構築物（純額） 798,385 783,517

機械及び装置 342,956 352,505

減価償却累計額 △262,005 △264,171

機械及び装置（純額） 80,951 88,334

車両運搬具 2,168,927 2,126,551

減価償却累計額 △1,982,587 △1,941,343

車両運搬具（純額） 186,340 185,208

土地 1,251,288 1,254,407

リース資産 295,922 312,569

減価償却累計額 △75,069 △88,690

リース資産（純額） 220,853 223,879

その他 193,174 196,175

減価償却累計額 △163,669 △164,413

その他（純額） 29,505 31,762

有形固定資産合計 2,567,322 2,567,107

無形固定資産 9,685 9,481

投資その他の資産   

投資有価証券 778,262 862,574

リース投資資産 34,943 44,144

その他 172,911 170,339

貸倒引当金 △4,973 △4,508

投資その他の資産合計 981,143 1,072,549

固定資産合計 3,558,150 3,649,137

資産合計 6,196,923 6,434,120
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 902,529 968,887

短期借入金 900,645 945,135

リース債務 63,970 69,886

未払費用 164,946 274,672

未払法人税等 18,040 13,594

賞与引当金 96,596 48,700

資産除去債務 5,251 5,251

その他 169,928 190,878

流動負債合計 2,321,905 2,517,003

固定負債   

長期借入金 374,000 363,500

リース債務 216,967 226,794

繰延税金負債 1,245 34,050

退職給付引当金 553,860 545,002

役員退職慰労引当金 50,534 40,618

資産除去債務 64,501 64,628

その他 36,287 35,773

固定負債合計 1,297,394 1,310,365

負債合計 3,619,299 3,827,368

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 2,310,974 2,289,673

自己株式 △2,669 △2,698

株主資本合計 2,473,300 2,451,970

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 94,344 144,819

その他の包括利益累計額合計 94,344 144,819

少数株主持分 9,980 9,963

純資産合計 2,577,624 2,606,752

負債純資産合計 6,196,923 6,434,120
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,070,385 2,210,193

売上原価 1,928,999 2,099,224

売上総利益 141,386 110,969

販売費及び一般管理費   

販売費 5,316 5,576

一般管理費 126,033 111,642

販売費及び一般管理費合計 131,349 117,218

営業利益又は営業損失（△） 10,037 △6,249

営業外収益   

受取利息 56 38

受取配当金 11,061 14,266

営業車両売却益 － 1,352

持分法による投資利益 1,089 －

補助金収入 6,341 3,399

軽油引取税交付金 1,670 1,632

その他 2,614 2,503

営業外収益合計 22,831 23,190

営業外費用   

支払利息 6,084 5,075

持分法による投資損失 － 4,104

その他 － 532

営業外費用合計 6,084 9,711

経常利益 26,784 7,230

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,040 －

その他 72 －

特別利益合計 1,112 －

特別損失   

固定資産除却損 4,895 55

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 58,083 －

災害による損失 － 4,930

特別損失合計 62,978 4,985

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（△）

△35,082 2,245

法人税等 13,267 13,873

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △48,349 △11,628

少数株主利益 95 83

四半期純損失（△） △48,444 △11,711

少数株主利益 95 83

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △48,349 △11,628
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(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 40,523 136,059

持分法適用会社に対する持分相当額 6,248 8,760

その他の包括利益合計 46,771 144,819

四半期包括利益 △1,578 133,191

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,606 133,065

少数株主に係る四半期包括利益 28 126
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（３）継続企業の前提に関する注記 

   当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日  至 平成23年6月30日） 

    該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日  至 平成23年6月30日） 

    該当事項はありません。 
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