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１．平成25年3月期第１四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日）

（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 ％

25年3月期第１四半期 7,096 △3.7 34 ― 134 ― 107 ―

24年3月期第１四半期 7,370 2.3 △80 ― 6 △96.8 △23 ―

(注) 包括利益 25年3月期第１四半期 △269百万円(―％) 24年3月期第１四半期 △120百万円(―％)

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

25年3月期第１四半期 3.25 ―

24年3月期第１四半期 △0.71 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年3月期第１四半期 25,854 14,883 57.6

24年3月期 27,708 15,285 55.2

(参考) 自己資本 25年3月期第１四半期 14,883百万円 24年3月期 15,285百万円

２．配当の状況

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

24年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00

25年3月期 ―

25年3月期(予想) 3.00 ― 4.00 7.00

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) 14,300 △4.5 50 100.0 100 △27.5 50 △48.5 1.51

通期 31,000 △7.4 700 △9.0 850 △10.2 600 122.2 18.11



  

 

 

 
  

  

・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いませ

ん。 

  

・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、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。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等については、添付資料Ｐ３「１．当四半期決算に関する定性

的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外 ―社 (社名)

（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Ｐ４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成 

     に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年3月期1Ｑ 33,229,350株 24年3月期 33,229,350株

② 期末自己株式数 25年3月期1Ｑ 127,707株 24年3月期 127,707株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Ｑ 33,101,643株 24年3月期1Ｑ 33,102,689株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかな

回復傾向にあるものの、欧州政府債務危機や円高等の懸念要因もあり、依然として先行き不透明な状況

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、本格的な回復には至っていないものの、企業によ

る生産活動の持ち直しがみられており、国内貨物輸送数量も徐々に改善に向かっております。 

このような状況のもと、当社グループは、顧客から信頼され選択される物流パートナーとして、安全

で高品質な輸送の提供に努めるなか、鉄道輸送および自動車輸送をもつ企業グループとしての強みを生

かした事業展開を推し進めるべく、営業部門の組織改定を実施いたしました。さらには持続的な成長に

向け、新しい輸送容器や新規事業の開発に積極的に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は7,096百万円（前年同期比3.7％減）となりま

したが、経費削減に努めた結果、営業利益は34百万円（前年同期は80百万円の営業損失）、経常利益は

134百万円（前年同期は６百万円の経常利益）、四半期純利益は107百万円（前年同期は23百万円の四半

期純損失）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。 

  

石油輸送事業 

石油輸送事業につきましては、燃料転換の進展等による石油製品需要の長期的な減退傾向が続い

ていることに加え、製油所・油槽所の閉鎖の影響を受け、輸送数量は減少いたしました。 

この結果、当事業における売上高は3,657百万円（前年同期比12.0％減）となりました。 

  

高圧ガス輸送事業 

高圧ガス輸送事業につきましては、産業用において、新規輸送の開始や震災の影響により減少し

ていた需要も回復基調にあり、ＬＮＧ（液化天然ガス）の輸送数量は増加いたしました。 

この結果、当事業における売上高は1,757百万円（前年同期比0.8％増）となりました。 

  

化成品・コンテナ輸送事業 

化成品輸送事業につきましては、石油化学会社・製紙会社等の生産活動が震災前の水準に戻りつ

つあるなか、新規顧客の獲得に向けた積極的な営業活動を展開し、輸送容器のリース需要および輸

送数量は増加いたしました。 

コンテナ輸送事業につきましては、台風等の自然災害による貨物列車の運休の影響があったもの

の、企業による生産活動の回復が進んでおり、輸送需要は増加いたしました。 

この結果、当事業における売上高は1,681百万円（前年同期比14.5％増）となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は25,854百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,854百万円

減少しました。 

流動資産は4,105百万円で、前連結会計年度末に比べ1,313百万円減少しておりますが、これは主に季

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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節変動による受取手形及び売掛金の減少によるものであります。固定資産は21,748百万円となり、前

連結会計年度末に比べ540百万円減少しております。これは土地等の取得による増加はあったものの、

減価償却の進捗による減少と投資有価証券の時価変動によるものであります。 

負債は10,970百万円で、前連結会計年度末に比べ1,452百万円減少しております。これは季節変動に

よる支払手形及び買掛金やリース債務の減少、法人税等の支払いによるものであります。純資産は

14,883百万円となり、前連結会計年度末に比べ402百万円減少しました。これは四半期純利益の計上は

したものの配当金の支払い、その他の包括利益累計額の減少による影響であります。この結果、自己資

本比率は、前連結会計年度末に比べ2.4％増加し、57.6％となりました。 

  

第２四半期（累計）および通期の連結業績予想につきましては、平成24年5月11日の決算発表にて公

表いたしました業績予想値より変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

税金費用の計算 

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する方法を採用しております。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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該当事項はありません。 

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

日本石油輸送㈱(9074)　平成25年３月期第１四半期決算短信

－5－



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 892 568

受取手形及び売掛金 3,843 2,786

その他 683 750

流動資産合計 5,419 4,105

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 4,620 4,463

コンテナ（純額） 2,482 2,413

土地 5,261 5,550

リース資産（純額） 3,817 3,546

その他（純額） 1,294 1,415

有形固定資産合計 17,476 17,389

無形固定資産   

のれん 11 4

無形固定資産合計 11 4

投資その他の資産   

投資有価証券 3,861 3,354

その他 939 998

投資その他の資産合計 4,800 4,353

固定資産合計 22,288 21,748

資産合計 27,708 25,854

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,132 1,397

短期借入金 527 574

未払法人税等 278 121

賞与引当金 555 609

役員賞与引当金 90 53

厚生年金基金脱退損失引当金 260 255

その他 2,776 2,500

流動負債合計 6,621 5,513

固定負債   

リース債務 2,605 2,344

退職給付引当金 2,460 2,507

修繕引当金 260 248

資産除去債務 24 24

その他 450 332

固定負債合計 5,801 5,457

負債合計 12,422 10,970
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30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 12,684 12,659

自己株式 △30 △30

株主資本合計 14,606 14,581

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 679 302

その他の包括利益累計額合計 679 302

純資産合計 15,285 14,883

負債純資産合計 27,708 25,854
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 7,370 7,096

売上原価 6,956 6,577

売上総利益 413 518

販売費及び一般管理費 494 484

営業利益又は営業損失（△） △80 34

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 45 42

固定資産賃貸料 59 60

持分法による投資利益 7 27

雑収入 31 29

営業外収益合計 143 160

営業外費用   

支払利息 31 25

固定資産除売却損 4 5

固定資産賃貸費用 17 26

雑損失 2 2

営業外費用合計 56 59

経常利益 6 134

特別利益   

国庫補助金 1 2

固定資産売却益 － 73

災害損失引当金戻入額 29 －

その他 0 －

特別利益合計 31 76

特別損失   

固定資産圧縮損 1 2

その他の投資評価損 2 1

減損損失 － 5

事務所移転費用 10 －

特別損失合計 14 9

税金等調整前四半期純利益 23 202

法人税等 47 94

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（△）

△23 107

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23 107
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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（△）

△23 107

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △95 △371

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △5

その他の包括利益合計 △96 △377

四半期包括利益 △120 △269

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △120 △269

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ  前第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) 

１．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 

 
(注) セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

２．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 

該当事項はありません。 

  

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１．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 

 
(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。 

  

  

２．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 

該当事項はありません。 

  

（４）セグメント情報等

(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 
計上額石油輸送 高圧ガス輸送

化成品・
コンテナ輸送

計

売上高

外部顧客への売上高 4,158 1,744 1,468 7,370 ― 7,370

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 59 59 △59 ―

計 4,158 1,744 1,528 7,430 △59 7,370

セグメント利益又はセ
グメント損失(△)

31 △57 △54 △80 ─ △80

(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 
計上額石油輸送 高圧ガス輸送

化成品・
コンテナ輸送

計

売上高

外部顧客への売上高 3,657 1,757 1,681 7,096 ― 7,096

セグメント間の内部
売上高又は振替高

102 ― 1 104 △104 ―

計 3,760 1,757 1,682 7,200 △104 7,096

セグメント利益又はセ
グメント損失(△)

△50 2 82 34 ─ 34
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当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

（５）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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