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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 9,338 9.1 125 135.7 173 63.2 46 146.6
23年3月期 8,557 4.6 53 △30.0 106 △11.5 18 △82.0

（注）包括利益 24年3月期 209百万円 （84.5％） 23年3月期 113百万円 （△35.8％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 14.51 ― 1.7 2.7 1.3
23年3月期 5.88 ― 0.7 1.7 0.6

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  8百万円 23年3月期  35百万円

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

24年3月期 6,717 2,682 39.8 836.83
23年3月期 6,196 2,577 41.4 804.45

（参考） 自己資本   24年3月期  2,670百万円 23年3月期  2,567百万円

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

24年3月期 664 △171 △139 1,142
23年3月期 184 △76 △238 788

2.  配当の状況 

 

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 9 51.0 0.4
24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 9 20.7 0.4
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 3.00 3.00 16.0

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 4,320 △4.3 15 △68.8 30 △59.5 0 △100.0 0.00
通期 8,920 △4.5 75 △40.0 100 △42.2 60 30.4 18.80



※  注記事項 
(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） ： 有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 8,281 株 23年3月期 8,207 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 3,191,756 株 23年3月期 3,191,871 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 5,941 3.2 28 512.3 58 239.4 15 ―
23年3月期 5,755 0.8 4 △91.3 17 △77.8 △17 ―

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

24年3月期 4.88 ―
23年3月期 △5.45 ―

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

24年3月期 5,560 2,276 40.9 712.11
23年3月期 5,252 2,190 41.7 685.32

（参考） 自己資本 24年3月期  2,276百万円 23年3月期  2,190百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 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時点において、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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま
せん。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。 

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) 2,965 2.0 10 ― 20 11.1 10 △70.6 3.13
通期 6,125 3.1 55 96.4 65 12.1 35 133.3 10.95
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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、昨年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の影響により生産活動の停

滞や個人消費の落ち込みが見られましたが、サプライチェーンの回復、生産設備の復旧に伴い、経済活動は順

次回復してまいりました。しかしながら、下期に入ると、タイにおける洪水の影響及び欧州債務問題の長期化

による海外経済の減速、そして超円高の進行等により、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、震災による影響は回復傾向にあるものの、円高による輸出貨物取扱量の減少に加

えて、国内消費の需要減により、国内貨物の輸送量は、依然として低迷状況が続いております。また、同業者

間の競争激化や今年に入ってからの燃料価格の急騰もあり、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

こうした環境のなか、当社グループは営業力強化による売上拡大とコスト削減に取組みました。その結果、

売上高は9,338百万円と前連結会計年度に比べ781百万円（9.1%）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 393 百万円（12.3%）の増収、後者

は388百万円（7.2%）の増収となります。 

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

における増益等により、営業利益は125百万円と前連結会計年度に比べ72百万円（135.7%）の増益となりまし

た。また、受取配当金及び雇用安定助成金等の増加もあり、経常利益は173百万円と前連結会計年度に比べ67

百万円（63.2%）の増益となりました。なお、投資有価証券評価損等の特別損失もあり、当期純利益は46百万

円と前連結会計年度に比べ28百万円（146.6%）の増益となりました。 

 

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、石油業界への再生缶の販売数量増加、また石油販売においては、販売数量及

び販売平均単価の増加等により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 3,598 百万円と前連結会計年度と比べ 395 百万円（12.3%）の増収となりましたが、セグメ

ント利益（営業利益）は53百万円と前連結会計年度と比べ14百万円（△21.1%）の減益となりました。 

 (ロ) 貨物自動車運送事業 

化学品輸送における新規配送の受注もありましたが、主要取引先の輸送数量の減少及び石油輸送における

震災の影響による輸送数量の減少により減収となったものの、車両賃借料等の固定費が減少しました。結果

として、売上高は 3,430 百万円と前連結会計年度と比べ 32 百万円（△0.9%）の減収となりましたが、セグ

メント利益（営業利益）は196百万円と前連結会計年度と比べ18百万円（10.3%）の増益となりました。 

(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よる減収はあったものの、当連結会

計年度に実施した子会社の吸収合併の効果により増収となりました。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となりました。結果として、売上高は 564 百万円と前連結会計年度と比べ 38 百万円

（7.1%）の増収となり、セグメント損失（営業損失）は 4 百万円と前連結会計年度と比べ 13 百万円の減益

となりました。 

 (ニ) 倉庫事業 

主要取引先の生産調整等はあったものの、徹底したコスト削減に努め、結果として、売上高は492百万円

と前連結会計年度と比べ21百万円（△4.0%）の減収となり、セグメント利益（営業利益）は81百万円と前

連結会計年度と比べ11百万円（15.1%）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の復興需要があり、結果として、

売上高は 1,255 百万円と前連結会計年度と比べ 401 百万円（47.0%）の増収となり、セグメント利益（営業

利益）は104百万円と前連結会計年度と比べ60百万円（132.7%）の増益となりました。 
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(次期の見通し) 

今後の当社グループを取巻く環境は、原油価格の高騰等の懸念材料はありますが、当社グループといたし

ましては、各荷主にサーチャージルールの構築をお願いするとともに、積極的な営業展開を図り、売上の増

進に努めるとともに、併せて業務効率化の促進、人材育成、安全管理を 重要課題として、さらなる経営改

善に努め、通期の売上高8,920百万円、営業利益75百万円、経常利益100百万円、当期純利益60百万円を

見込んでおります。 

 

 (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376百万円増加し、3,015百万円となりました。これは主に、震災復

興需要における取引の増加に伴い、現金及び預金が 354 百万円、受取手形及び売掛金が 51 百万円それぞれ

増加したこと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144百万円増加し、3,703百万円となりました。これは主に、営業車

両の代替などによるリース資産(純額)の増加 58 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73百万円増加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319百万円増加し、2,640百万円となりました。これは主に、震災復

興需要における仕入費の増加に伴い支払手形及び買掛金の増加171百万円、未払法人税等の増加58百万円、

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 60 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97百万円増加し、1,395百万円となりました。これは主に、営業車両

の代替などによるリース債務の増加65百万円、退職給付引当金が48百万円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105百万円増加し、2,683百万円となりました。これは主に、当期純利

益等による利益剰余金の増加 37 百万円、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67百万円増加したことによるものであります。 
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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354百

万円増加し、当連結会計年度末には1,143百万円となりました。 

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

(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665百万円（前連結会計年度184百万円の獲

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減価償却費、仕入債務の増加並びに、投資有

価証券評価損の計上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 171 百万円（前連結会計年度 76 百万円の

使用）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の増加及び投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれる資産除去債務の履行による支出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139百万円（前連結会計年度239百万円の

使用）となりました。これは主に、長期借入金による収入の増加及び長期借入金の返済による支出の減少に

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 平成24年3月期

自己資本比率(％) 39.4 39.3 41.4 41.4 39.8

時価ベースの自己資本比率

(％) 
26.9 18.0 16.6 17.8 18.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率(％) 
89.7 3.7 7.5 8.4 2.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍) 
0.5 13.9 6.8 7.5 30.2

自己資本比率：自己資本／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、同業他社との厳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。 

また、次期連結会計年度の配当につきましても、予想利益を勘案して、1株当たり3円の配当を予定してお

ります。 
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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。 
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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3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、利益又は損失、資産、負債その他の項目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）㈱ＴＳトランスポート、㈱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、保管貨物の運送、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、運送及び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。 

傭
車
受
託

※㈱弥生京極社

貨
物
配
送

＊㈱ＴＳトランスポート

タ
ン
ク
洗
滌
・
修
理

得　　　意　　　先

倉
庫
保
管
・
荷
役
作
業
等

タ
ン
ク
洗
滌
・
修
理

倉庫

石
油
製
品
等
配
送

港
湾
運
送
及
び

及
び
構
内
作
業
等

倉
庫
保
管
・
荷
役

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱

ド
ラ
ム
缶
等

ド
ラ
ム
缶
等
販
売

タンク洗滌・修理

通
関

石油・ドラム缶等販売 貨物自動車運送 港湾運送及び通関

仕
入

化
学
製
品
配
送

石
油
製
品
仕
入

石
油
製
品
販
売

石
油
燃
料
供
給

ド
ラ
ム
缶
等

販
売

当　　　社

港
湾
運
送
及
び
通
関

＊京極石油㈱ ＊日本タンクサービス㈱

石
油
製
品
・
化
学
品
製
品
配
送

 

 ＊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24年～平成26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、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るとともに、企業

の社会的責任を果たすべく安全管理体制の確立とリスク管理やコンプライアンスの徹底を推進し、より一層の

内部統制システムの充実を図ってまいります。 
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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 868,538 1,222,750

受取手形及び売掛金 1,511,282 1,562,670

リース投資資産 10,302 17,689

商品 12,626 16,642

原材料及び貯蔵品 34,566 13,101

半成工事 39,781 32,152

繰延税金資産 51,791 55,556

その他 118,535 99,907

貸倒引当金 △8,648 △5,347

流動資産合計 2,638,773 3,015,120

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,965,933 2,969,287

減価償却累計額 △2,167,548 △2,220,676

建物及び構築物（純額） 798,385 748,611

機械及び装置 342,956 359,768

減価償却累計額 △262,005 △245,552

機械及び装置（純額） 80,951 114,216

車両運搬具 2,168,927 2,169,187

減価償却累計額 △1,982,587 △1,969,974

車両運搬具（純額） 186,340 199,213

土地 1,251,288 1,254,441

リース資産 295,922 414,077

減価償却累計額 △75,069 △135,432

リース資産（純額） 220,853 278,645

その他 193,174 188,284

減価償却累計額 △163,669 △159,431

その他（純額） 29,505 28,853

有形固定資産合計 2,567,322 2,623,979

無形固定資産 9,685 8,871

投資その他の資産   

投資有価証券 778,262 851,031

リース投資資産 34,943 58,374

その他 172,911 169,065

貸倒引当金 △4,973 △8,712

投資その他の資産合計 981,143 1,069,758

固定資産合計 3,558,150 3,702,608

資産合計 6,196,923 6,717,728
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 902,529 1,074,019

短期借入金 900,645 866,000

リース債務 63,970 93,438

未払費用 164,946 198,847

未払法人税等 18,040 76,138

賞与引当金 96,596 97,239

資産除去債務 5,251 －

その他 169,928 234,733

流動負債合計 2,321,905 2,640,414

固定負債   

長期借入金 374,000 355,000

リース債務 216,967 281,938

繰延税金負債 1,245 8,533

退職給付引当金 553,860 601,459

役員退職慰労引当金 50,534 48,317

資産除去債務 64,501 65,007

その他 36,287 34,386

固定負債合計 1,297,394 1,394,640

負債合計 3,619,299 4,035,054

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 2,347,693

自己株式 △2,669 △2,698

株主資本合計 2,473,300 2,509,990

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 94,344 160,946

その他の包括利益累計額合計 94,344 160,946

少数株主持分 9,980 11,738

純資産合計 2,577,624 2,682,674

負債純資産合計 6,196,923 6,717,728
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 8,557,116 9,338,347

売上原価 7,973,642 8,743,477

売上総利益 583,474 594,870

販売費及び一般管理費   

販売費 21,717 22,151

一般管理費 508,624 447,500

販売費及び一般管理費合計 530,341 469,651

営業利益 53,133 125,219

営業外収益   

受取利息 540 435

受取配当金 18,522 24,013

営業車両売却益 2,039 5,368

持分法による投資利益 35,374 8,030

補助金収入 8,815 22,005

軽油引取税交付金 8,281 8,771

その他 6,639 8,841

営業外収益合計 80,210 77,463

営業外費用   

支払利息 25,291 21,952

営業車両売却損 － 606

営業車両除却損 － 55

貸倒引当金繰入額 － 5,985

その他 1,978 1,002

営業外費用合計 27,269 29,600

経常利益 106,074 173,082

特別利益   

固定資産売却益 72 145

投資有価証券売却益 15,220 －

貸倒引当金戻入額 24,960 －

特別利益合計 40,252 145

特別損失   

固定資産売却損 350 412

固定資産除却損 6,177 2,184

投資有価証券評価損 － 41,197

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 7,300

特別損失合計 93,367 51,093

税金等調整前当期純利益 52,959 122,134
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 45,089 94,791

法人税等調整額 △11,112 △20,824

法人税等合計 33,977 73,967

少数株主損益調整前当期純利益 18,982 48,167

少数株主利益 202 1,858

当期純利益 18,780 46,309

少数株主利益 202 1,858

少数株主損益調整前当期純利益 18,982 48,167

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 82,257 157,882

持分法適用会社に対する持分相当額 12,087 3,064

その他の包括利益合計 94,344 160,946

包括利益 113,326 209,113

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 113,056 207,244

少数株主に係る包括利益 270 1,869
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 160,000 160,000

当期末残高 160,000 160,000

資本剰余金   

当期首残高 4,995 4,995

当期末残高 4,995 4,995

利益剰余金   

当期首残高 2,301,784 2,310,974

当期変動額   

剰余金の配当 △9,590 △9,590

当期純利益 18,780 46,309

当期変動額合計 9,190 36,719

当期末残高 2,310,974 2,347,693

自己株式   

当期首残高 △2,609 △2,669

当期変動額   

自己株式の取得 △60 △29

当期変動額合計 △60 △29

当期末残高 △2,669 △2,698

株主資本合計   

当期首残高 2,464,170 2,473,300

当期変動額   

剰余金の配当 △9,590 △9,590

当期純利益 18,780 46,309

自己株式の取得 △60 △29

当期変動額合計 9,130 36,690

当期末残高 2,473,300 2,509,990

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 59,235 94,344

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,109 66,602

当期変動額合計 35,109 66,602

当期末残高 94,344 160,946

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 59,235 94,344

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,109 66,602

当期変動額合計 35,109 66,602

当期末残高 94,344 160,946
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主持分   

当期首残高 9,878 9,980

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 102 1,758

当期変動額合計 102 1,758

当期末残高 9,980 11,738

純資産合計   

当期首残高 2,533,283 2,577,624

当期変動額   

剰余金の配当 △9,590 △9,590

当期純利益 18,780 46,309

自己株式の取得 △60 △29

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,211 68,360

当期変動額合計 44,341 105,050

当期末残高 2,577,624 2,682,674
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 52,959 122,134

減価償却費 187,881 226,587

持分法による投資損益（△は益） △35,374 △8,030

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,231 643

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,876 47,599

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,161 △2,217

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,755 438

受取利息及び受取配当金 △19,062 △24,448

支払利息 25,291 21,952

固定資産売却損益（△は益） △1,761 △4,495

固定資産除却損 6,177 2,239

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） － 41,197

売上債権の増減額（△は増加） △76,607 △51,388

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,353 25,078

仕入債務の増減額（△は減少） 18,180 171,490

未払費用の増減額（△は減少） 9,699 33,901

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 58,083 －

その他 54,184 95,131

小計 254,806 697,811

利息及び配当金の受取額 21,362 26,748

利息の支払額 △24,741 △22,028

法人税等の支払額 △66,966 △37,764

営業活動によるキャッシュ・フロー 184,461 664,767

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 △18,585 △10,061

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 △116,225 △163,517

有形固定資産の売却による収入 9,324 11,025

その他 33,403 △8,586

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,363 △171,139

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 30,000

長期借入金の返済による支出 △173,440 △83,645

自己株式の取得による支出 △60 △29

リース債務の返済による支出 △55,739 △76,052

配当金の支払額 △9,590 △9,590

少数株主への配当金の支払額 △100 △100

財務活動によるキャッシュ・フロー △238,929 △139,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △130,831 354,212

現金及び現金同等物の期首残高 919,369 788,538

現金及び現金同等物の期末残高 788,538 1,142,750
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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 

（連結の範囲の重要な変更） 

当連結会計年度において、京浜京極運送株式会社を吸収合併したため、連結の範囲から除外しております。 

 

(７) 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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 (８) 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23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。 

 

 

（セグメント情報等） 

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、保管貨物の運送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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京極運輸商事㈱ （9073) 平成24年3月期決算短信

17



③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に関する情報 

前連結会計年度(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

その他の項目   

   
減価償却費 980 109,909 2,900 44,707 14,363 172,859

   

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 351 140,255 770 60,781 17,906 220,063

 

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24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 3,597,710 3,429,655 563,863 491,729 1,255,390 9,338,347
(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 353,679 29,564 ― 608 1,543 385,394

計 3,951,389 3,459,219 563,863 492,337 1,256,933 9,723,741

セグメント利益又は損失（△） 52,591 196,021 △4,341 81,371 104,414 430,056

セグメント資産 1,295,364 2,113,103 250,971 618,165 713,533 4,991,136

その他の項目   

   

減価償却費 885 138,903 7,975 44,502 15,210 207,475

   

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 ― 230,332 169,954 2,291 57,923 460,500
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   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 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 9,042,636 9,723,741

セグメント間取引消去 △485,520 △385,394

連結財務諸表の売上高 8,557,116 9,338,347

 

（単位：千円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 368,551 430,056

セグメント間取引消去 △5 53

全社費用（注） △315,413 △304,890

連結財務諸表の営業利益 53,133 125,219

 （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 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 4,690,090 4,991,136

全社資産（注） 1,506,833 1,726,592

連結財務諸表の資産合計 6,196,923 6,717,728

 （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。 

 

（単位：千円） 

報告セグメント その他 調整額 連結財務諸表計上額 

その他の項目 前連結 

会計年度

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度

当連結 

会計年度

前連結 

会計年度

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度

減価償却費 172,859 207,475 － － 15,022 19,112 187,881 226,587

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
220,063 460,500 － － 105,370 398 325,433 460,898

 （注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る設備投資

額であります。 

 

 

（１株当たり情報） 
 

前連結会計年度 

（自 平成22年4月 1日） 

（至 平成23年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年4月 1日） 

（至 平成24年3月31日） 

１株当たり純資産額 804円45銭  １株当たり純資産額 836円83銭  

１株当たり当期純利益金額 5円88銭  １株当たり当期純利益金額 14円51銭  

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について、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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

 

前連結会計年度 

（自 平成22年4月 1日） 

（至 平成23年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年4月 1日）

 （至 平成24年3月31日）

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益(千円) 18,780 46,309

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) 18,780 46,309

普通株式の期中平均株式数(株) 3,191,871 3,191,756
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（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 

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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 662,629 799,276

受取手形 112,502 145,337

売掛金 807,955 874,459

リース投資資産 10,302 17,689

商品 12,773 16,736

貯蔵品 27,129 11,732

立替金 72,002 51,541

前払費用 13,882 13,080

繰延税金資産 39,382 37,813

関係会社短期貸付金 115,400 154,200

未収入金 53,027 51,763

その他 2,397 2,111

貸倒引当金 △6,111 △1,861

流動資産合計 1,923,269 2,173,876

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,591,001 2,599,474

減価償却累計額 △1,860,509 △1,915,395

建物（純額） 730,492 684,079

構築物 336,858 339,626

減価償却累計額 △292,438 △297,119

構築物（純額） 44,420 42,507

機械及び装置 113,287 114,220

減価償却累計額 △100,584 △102,979

機械及び装置（純額） 12,703 11,241

車両運搬具 1,958,635 2,108,561

減価償却累計額 △1,793,381 △1,928,535

車両運搬具（純額） 165,254 180,026

工具、器具及び備品 190,769 186,385

減価償却累計額 △162,370 △158,506

工具、器具及び備品（純額） 28,399 27,879

土地 1,111,391 1,114,544

リース資産 230,402 358,961

減価償却累計額 △46,837 △113,893

リース資産（純額） 183,565 245,068

有形固定資産合計 2,276,224 2,305,344

無形固定資産   

借地権 1,683 1,683

ソフトウエア 1,994 1,450

その他 4,424 4,580

無形固定資産合計 8,101 7,713
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 437,034 525,487

関係会社株式 417,082 370,385

出資金 57,010 57,030

関係会社長期貸付金 41,100 6,900

リース投資資産 34,943 58,374

破産更生債権等 4,123 205

長期前払費用 3,939 3,425

差入保証金 23,125 22,813

保険積立金 22,927 23,515

ゴルフ会員権 875 1,575

その他 6,772 4,721

貸倒引当金 △4,123 △475

投資その他の資産合計 1,044,807 1,073,955

固定資産合計 3,329,132 3,387,012

資産合計 5,252,401 5,560,888

負債の部   

流動負債   

買掛金 630,794 695,312

短期借入金 818,000 818,000

1年内返済予定の長期借入金 82,645 48,000

リース債務 50,516 81,927

未払金 15,464 17,841

未払費用 140,870 157,224

未払事業所税 817 835

未払法人税等 8,093 35,116

未払消費税等 6,693 19,932

賞与引当金 75,799 77,279

預り金 26,786 25,267

流動負債合計 1,856,477 1,976,733

固定負債   

長期借入金 374,000 355,000

リース債務 190,663 257,920

繰延税金負債 － 8,533

退職給付引当金 542,052 588,117

役員退職慰労引当金 33,731 32,857

資産除去債務 64,501 65,007

その他 429 582

固定負債合計 1,205,376 1,308,016

負債合計 3,061,853 3,284,749
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24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 253,772 239,796

別途積立金 1,261,000 1,261,000

繰越利益剰余金 396,076 416,064

利益剰余金合計 1,950,848 1,956,860

自己株式 △2,030 △2,059

株主資本合計 2,109,890 2,115,873

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80,658 160,266

評価・換算差額等合計 80,658 160,266

純資産合計 2,190,548 2,276,139

負債純資産合計 5,252,401 5,560,888
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 5,755,825 5,941,464

売上原価 5,372,064 5,554,654

売上総利益 383,761 386,810

販売費及び一般管理費   

役員報酬 50,700 39,179

給料及び手当 180,979 188,213

賞与引当金繰入額 14,140 14,278

退職給付引当金繰入額 17,617 15,388

役員退職慰労引当金繰入額 7,350 8,026

退職給付費用 － 1,847

福利厚生費 2,341 2,140

賃借料 19,631 18,080

支払手数料 24,244 19,144

減価償却費 10,897 12,727

その他 51,232 39,440

販売費及び一般管理費合計 379,131 358,462

営業利益 4,630 28,348

営業外収益   

受取利息 3,670 3,207

受取配当金 22,343 27,629

営業車両売却益 1,807 3,589

補助金収入 6,864 14,368

雑収入 4,149 6,557

営業外収益合計 38,833 55,350

営業外費用   

支払利息 24,668 21,622

雑支出 1,486 3,327

営業外費用合計 26,154 24,949

経常利益 17,309 58,749

特別利益   

固定資産売却益 72 145

投資有価証券売却益 15,220 －

貸倒引当金戻入額 24,960 －

抱合せ株式消滅差益 － 31,984

特別利益合計 40,252 32,129

特別損失   

固定資産売却損 350 41

固定資産除却損 6,177 537

投資有価証券評価損 － 41,197

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 53,254 －

その他 229 120

特別損失合計 60,010 41,895

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,449 48,983

法人税、住民税及び事業税 33,238 49,643

法人税等調整額 △18,257 △16,262

法人税等合計 14,981 33,381

当期純利益又は当期純損失（△） △17,430 15,602
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売上原価明細書 

 

 前事業年度 

（自 平成22年4月  1日） 

（至 平成23年3月 31日） 

当事業年度 

（自 平成23年4月  1日） 

（至 平成24年3月 31日） 

区分 金額(千円) 
構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

商品仕入費 1,107,713 20.6 1,317,798 23.7

人件費 1,483,393 27.6 1,495,442 26.9

下払費 1,416,705 26.4 1,358,124 24.5

その他 1,364,253 25.4 1,383,290 24.9

当期売上原価 5,372,064 100.0 5,554,654 100.0

 

 

京極運輸商事㈱ （9073) 平成24年3月期決算短信

25



（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 160,000 160,000

当期末残高 160,000 160,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,072 1,072

当期末残高 1,072 1,072

資本剰余金合計   

当期首残高 1,072 1,072

当期末残高 1,072 1,072

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 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   

当期首残高 267,925 253,772

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △14,153 △13,976

当期変動額合計 △14,153 △13,976

当期末残高 253,772 239,796

別途積立金   

当期首残高 1,261,000 1,261,000

当期末残高 1,261,000 1,261,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 408,943 396,076

当期変動額   

剰余金の配当 △9,590 △9,590

当期純利益又は当期純損失（△） △17,430 15,602

圧縮記帳積立金の取崩 14,153 13,976

当期変動額合計 △12,867 19,988

当期末残高 396,076 416,064

利益剰余金合計   

当期首残高 1,977,868 1,950,848

当期変動額   

剰余金の配当 △9,590 △9,590

当期純利益又は当期純損失（△） △17,430 15,602

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △27,020 6,012

当期末残高 1,950,848 1,956,860
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △1,970 △2,030

当期変動額   

自己株式の取得 △60 △29

当期変動額合計 △60 △29

当期末残高 △2,030 △2,059

株主資本合計   

当期首残高 2,136,970 2,109,890

当期変動額   

剰余金の配当 △9,590 △9,590

当期純利益又は当期純損失（△） △17,430 15,602

自己株式の取得 △60 △29

当期変動額合計 △27,080 5,983

当期末残高 2,109,890 2,115,873

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 67,012 80,658

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,646 79,608

当期変動額合計 13,646 79,608

当期末残高 80,658 160,266

評価・換算差額等合計   

当期首残高 67,012 80,658

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,646 79,608

当期変動額合計 13,646 79,608

当期末残高 80,658 160,266

純資産合計   

当期首残高 2,203,982 2,190,548

当期変動額   

剰余金の配当 △9,590 △9,590

当期純利益又は当期純損失（△） △17,430 15,602

自己株式の取得 △60 △29

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,646 79,608

当期変動額合計 △13,434 85,591

当期末残高 2,190,548 2,276,139
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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。 
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６．その他 

 （１）役員の異動（平成24年6月28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 

常務取締役        湊 英夫    （現 ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ株式会社 

                        岩崎産業株式会社 出向） 

取締役川崎支店長     金子 啓一   （現 川崎支店長） 

２ 退任予定取締役 

取締役輸送管理部長    豆塚 健二 

３ 新任監査役候補 

監査役          河田 広毅   （現 ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ株式会社 

ＣＳＲ推進部 監査１ｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

４ 退任予定監査役 

監査役        木下 保 

   (注) 新任監査役候補者 河田 広毅氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役であります。 
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