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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 4,516 6.2 48 54.2 74 49.9 30 ―
23年3月期第2四半期 4,253 8.3 31 ― 49 215.1 △45 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 145百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 11百万円 （―％）

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2四半期 9.55 ―
23年3月期第2四半期 △14.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 6,293 2,618 41.4
23年3月期 6,196 2,577 41.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,607百万円 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  ：  無  
 

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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 9,120 6.6 140 164.2 170 60.4 95 427.8 29.76



(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2Q 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2Q 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2Q 3,191,756 株 23年3月期2Q 3,191,908 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により４月以降急速に悪化し、

上期後半より徐々に持ち直しに転じてはきましたが、欧州での財政危機、更には急速な円高の影響によ

る輸出環境の悪化もあり、先行きの見通せない状況であります。 

    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にもばらつきがあり、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、引き続き採算管理と営業力を強化し売上の拡大

に努めてまいりました。また、タンク洗滌・修理事業での震災復興需要があり、売上高は、4,516 百万

円と前年同四半期と比べ263百万円（6.2％）の増収となりました。 

    次に損益面につきましては、原油価格の高騰による燃料費の増加等もありましたが、タンク洗滌・修

理事業での増益および一般管理費を中心とした固定費削減等により、営業利益は 48 百万円（前年同四

半期営業利益 31 百万円）となりました。また、受取配当金の増加および雇用安定助成金等により経常

利益は75百万円（前年同四半期経常利益50百万円）となりました。前第２四半期連結累計期間に発生

した、資産除去債務会計基準適用に伴う特別損失（前第２四半期連結累計期間 58 百万円）も無く、四

半期純利益は30百万円（前年同四半期純損失45百万円）となりました。 

 

    なお、セグメントの業績を示すと、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・更生缶販売および配送が順調に推移したことによる増収、ま

た、石油販売においては、販売平均単価の上昇および販売数量の増加による増収となったものの、

原油価格の高騰により仕入費も増加しました。結果として、売上高は1,734百万円と前年同四半期

と比べ 192 百万円（12.5％）の増収となり、セグメント利益（営業利益）は 28 百万円と前年同四

半期と比べ7百万円（△19.5％）の減益となりました。 

   （ロ）貨物自動車運送事業 

      震災の影響による輸送量の増減は取引先毎に異なり、化学品輸送全体としてはほぼ回復したもの

の、石油輸送は減少しました。また、燃料費の高騰や修繕費などの諸経費が増加しました。結果と

して、売上高は1,688百万円と前年同四半期と比べ33百万円（△1.9％）の減収となり、セグメン

ト利益（営業利益）は79百万円と前年同四半期と比べ6百万円（△7.0％）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き続いている円高による減収はあったものの、

子会社の吸収合併の効果等により売上高は増収となりました。しかしながら、利益率の低い取引の

増加等で収益性が悪化しました。結果として、売上高は 291 百万円と前年同四半期と比べ 18 百万

円（6.5％）の増収となり、セグメント利益（営業利益）は 4 百万円と前年同四半期と比べ 8 百万

円（△68.4％）の減益となりました。 

   （ニ）倉庫事業 

      主要取引先の生産調整などはあったものの、徹底したコスト削減に努め、売上高は244百万円と

前年同四半期と比べ 20 百万円（△7.7％）の減収となり、セグメント利益（営業利益）は 35 百万

円と前年同四半期と比べ4百万円（13.5％）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の復興需要があり、売

上高は559百万円と前年同四半期と比べ106百万円（23.5％）の増収となり、セグメント利益（営

業利益）は54百万円と前年同四半期と比べ29百万円（114.2％）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 

    今後の見通しにつきましては、平成23年11月８日発表「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧

ください。 

 

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） 

     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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 868,538 814,371

受取手形及び売掛金 1,511,282 1,514,053

リース投資資産 10,302 12,688

商品 12,626 17,291

原材料及び貯蔵品 34,566 21,804

半成工事 39,781 126,214

繰延税金資産 51,791 51,470

その他 118,535 104,167

貸倒引当金 △8,648 △5,471

流動資産合計 2,638,773 2,656,587

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,965,933 2,969,086

減価償却累計額 △2,167,548 △2,190,184

建物及び構築物（純額） 798,385 778,902

機械及び装置 342,956 354,205

減価償却累計額 △262,005 △267,422

機械及び装置（純額） 80,951 86,783

車両運搬具 2,168,927 2,159,883

減価償却累計額 △1,982,587 △1,945,012

車両運搬具（純額） 186,340 214,871

土地 1,251,288 1,254,441

リース資産 295,922 332,243

減価償却累計額 △75,069 △102,741

リース資産（純額） 220,853 229,502

その他 193,174 193,133

減価償却累計額 △163,669 △164,392

その他（純額） 29,505 28,741

有形固定資産合計 2,567,322 2,593,240

無形固定資産 9,685 9,278

投資その他の資産   

投資有価証券 778,262 824,668

リース投資資産 34,943 40,972

その他 172,911 172,696

貸倒引当金 △4,973 △4,123

投資その他の資産合計 981,143 1,034,213

固定資産合計 3,558,150 3,636,731

資産合計 6,196,923 6,293,318
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 902,529 973,795

短期借入金 900,645 862,705

リース債務 63,970 73,373

未払費用 164,946 166,028

未払法人税等 18,040 39,025

賞与引当金 96,596 98,556

資産除去債務 5,251 －

その他 169,928 161,585

流動負債合計 2,321,905 2,375,067

固定負債   

長期借入金 374,000 353,000

リース債務 216,967 226,247

繰延税金負債 1,245 21,576

退職給付引当金 553,860 555,232

役員退職慰労引当金 50,534 43,203

資産除去債務 64,501 64,755

その他 36,287 35,439

固定負債合計 1,297,394 1,299,452

負債合計 3,619,299 3,674,519

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 2,331,880

自己株式 △2,669 △2,698

株主資本合計 2,473,300 2,494,177

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 94,344 113,788

その他の包括利益累計額合計 94,344 113,788

少数株主持分 9,980 10,834

純資産合計 2,577,624 2,618,799

負債純資産合計 6,196,923 6,293,318
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,253,186 4,516,293

売上原価 3,957,466 4,239,150

売上総利益 295,720 277,143

販売費及び一般管理費   

販売費 10,690 11,049

一般管理費 253,826 217,974

販売費及び一般管理費合計 264,516 229,023

営業利益 31,204 48,120

営業外収益   

受取利息 117 62

受取配当金 11,205 14,689

営業車両売却益 1,152 3,889

持分法による投資利益 4,623 1,579

補助金収入 8,043 8,525

軽油引取税交付金 1,670 1,632

その他 5,196 7,944

営業外収益合計 32,006 38,320

営業外費用   

支払利息 12,985 10,372

営業車両売却損 － 606

その他 429 818

営業外費用合計 13,414 11,796

経常利益 49,796 74,644

特別利益   

投資有価証券売却益 15,220 －

貸倒引当金戻入額 129 －

その他 72 －

特別利益合計 15,421 －

特別損失   

固定資産除却損 4,945 414

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 22,688 －

災害による損失 － 5,049

特別損失合計 85,716 5,463

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（△）

△20,499 69,181

法人税等 24,611 37,731

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△45,110 31,450

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17 954

四半期純利益又は四半期純損失（△） △45,093 30,496
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17 954

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△45,110 31,450

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 50,341 109,583

持分法適用会社に対する持分相当額 6,305 4,205

その他の包括利益合計 56,646 113,788

四半期包括利益 11,536 145,238

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,569 144,335

少数株主に係る四半期包括利益 △33 903
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（３）継続企業の前提に関する注記 

   当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日  至 平成23年９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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日  至 平成23年９月30日） 

    該当事項はありません。 
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