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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 60,094 ― 2,395 ― 2,063 ― 1,019 ―

20年3月期第2四半期 64,008 △10.2 3,439 △12.7 2,987 △18.7 1,351 △19.0

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

21年3月期第2四半期 16.28 ―

20年3月期第2四半期 21.56 ―

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

21年3月期第2四半期 148,769 26,368 16.1 383.66
20年3月期 147,735 25,900 16.0 376.73

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  24,025百万円 20年3月期  23,599百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― 2.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.50 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 120,700 △3.1 4,390 △9.3 3,170 △17.3 1,450 2.0 23.14

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 
 第14号）を適用しております。また、当第２四半期連結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 
 20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。 
・平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年４月28日公表の業績予想と変更ありません。なお、上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成した 
 ものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。  

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） 21年3月期第2四半期  63,000,000株 20年3月期  63,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  377,772株 20年3月期  356,610株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  62,631,567株 20年3月期第2四半期  62,658,860株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、原油および原材料価格の高騰や米国サブプライムローン
問題に端を発した金融市場の混乱が企業収益や個人消費に悪影響を及ぼし、景気の後退が懸念される状況
で推移いたしました。 
このような状況のもと、当社グループ各社は各部門においてより一層の増収策に努めるとともに、経費

の節減ならびに経営全般の効率化に積極的に取り組んでまいりましたが、当第２四半期累計期間の売上高
は600億９千４百万円（前年同期比6.1％減）、営業利益は23億９千５百万円（前年同期比30.4％減）、経
常利益は20億６千３百万円（前年同期比30.9％減）、四半期純利益は10億１千９百万円（前年同期比
24.5％減）となりました。 
 なお、本文中における前年同期比は参考として記載しております。 
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 
  

（一般旅客自動車運送事業） 
 乗合業においては、始発時刻の繰上げや終車時刻の延長など、旅客のニーズに合わせたきめ細かいダイ
ヤ改正を行うことにより、利用の促進を図りました。 
 また、相模鉄道株式会社に代わり、これまで同社で運行していた県営細谷戸団地の輸送を８月より当社
が行い、効率的な運行を図り収益の拡大に努めました。 
さらに、小田急電鉄株式会社と連携して実施しているバスと電車の一体的かつリアルタイムな運行情報

提供サービス「バス・鉄道運行情報システム」を９月より相模原・町田・多摩地区に拡大し、利便性の向
上を図りました。 
 以上のように、新規顧客の獲得など営業努力を重ねたほか、利用客数も堅調に推移したことから増収と
なりました。 
乗用業においては、一部の特殊車両を除く全乗用車両へのＥＴＣ搭載を５月に完了するなど顧客サービ

スの向上に努めましたが、需要の低迷や乗務員不足などによる稼働減により減収となりました。また、貸
切業においては積極的な営業活動を展開したことにより稼動が増加し、増収となりました。 
以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は311億４千５百万円（前年同期比0.8％増）となり

ましたが、燃料費および減価償却費の負担増により、営業利益は６億１千２百万円（前年同期比59.3％
減）となりました。 
  

（不動産事業） 
 分譲業においては、平塚市花水台にて３棟の建売分譲を行うとともに、平塚市めぐみが丘の新規分譲に
向けた営業活動を積極的に推進いたしました。 
 賃貸業においては、３月に閉店したスクランブル厚木店を改装し、４月より貸店舗として賃貸を開始す
るとともに、６月より町田市森野貸店舗の賃貸を開始いたしました。 
以上の結果、不動産事業全体の売上高は22億１千５百万円（前年同期比15.2％増）、営業利益は８億７

千８百万円（前年同期比9.4％増）となりました。 
  

（自動車販売事業） 
 自動車販売事業においては、メルセデス認定中古車を扱う「メルセデス・ベンツ厚木サーティファイド
カーセンター」を６月に新規開業し収益の拡大を図りましたが、景気低迷による新車の買い控え傾向によ
り、商用車、輸入車ともに新車販売台数が減少いたしました。 
以上の結果、自動車販売事業全体の売上高は124億１千２百万円（前年同期比17.9％減）、営業損失は

９百万円(前年同期は営業利益１億７千９百万円)となりました。 
  

（レジャー・スポーツ事業） 
 遊技場業においては、スクランブル田谷店にて多様な施策を実施したことにより売上高が増加いたしま
したが、スクランブル厚木店を３月に閉店したことにより減収となりました。 
 このほか、ゴルフ場業、スポーツ施設業、温浴業においても積極的な営業活動に努めたものの、個人消
費の低迷により各施設において利用客数が伸び悩みました。 
以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は53億４千８百万円（前年同期比14.0％減）、営業

利益は１億６千７百万円（前年同期比53.4％減）となりました。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

１. 連結経営成績に関する定性的情報
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（流通事業） 
 流通事業においては、原油価格高騰による軽油等燃料販売単価の増加により、石油製品の売上高が増加
いたしました。また、平成19年９月に不採算部門であったストア業の営業を終了したことにより売上高は
減少したものの、収支の改善が図られました。 
以上の結果、流通事業全体の売上高は61億１千２百万円（前年同期比1.8％減）、営業利益は１億３千

８百万円（前年同期比48.7％増）となりました。 

  

（その他の事業） 
 飲食・娯楽業においては、季節限定メニューや各種キャンペーンの実施、既存店舗のリニューアルを行
うなど、顧客満足度の向上と新規顧客の獲得に努めました。 
 ホテル業においては、季節の食材を生かした各種イベントの実施や、開業10周年の東光苑狛江店、開業
１周年のＰＩＺＺＡ ＳＡＬＶＡＴＯＲＥ ＣＵＯＭＯセンター南店において、感謝イベントを開催する
など集客力の強化を図りました。 
 また、このほかの各事業においても積極的な営業活動を推進し、総合ビルメンテナンス業の受注増やリ
サイクル業の取扱量増加などによって売上高が増加いたしました。 
以上の結果、その他の事業全体の売上高は96億４千３百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は６億

７千万円（前年同期比17.6％増）となりました。 
  
  

① 財政状態の変動状況 
総資産は、自動車販売事業において受取手形及び売掛金が減少しましたが、リース会計基準を早期適

用し、リース資産32億９千８百万円を計上したことなどにより、前期末に比べ10億３千３百万円増加
（前期末比0.7％増）し、1,487億６千９百万円となりました。 
負債は、借入金の返済や社債の償還が進みましたが、リース債務38億１千２百万円を計上したことな

どにより、前期末に比べ５億６千５百万円増加（前期末比0.5％増）し、1,224億円となりました。ま
た、純資産は、四半期純利益による利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ４億６千８百万円増加
（前期末比1.8％増）し、263億６千８百万円となりました。 
  

② キャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18億３千１百万円に減価償却費42

億９千１百万円などを加減した結果、資金収入は70億７百万円（前期比44.6％増）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が28億９千万円ありましたが、固

定資産の売却や貸付金の回収による収入により、資金支出は25億４千５百万円（前期比30.1％減）とな
りました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や社債の償還などにより、資金支出は49億１千
９百万円（前期比293.4％増）となりました。 
 これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、36億４千１百万円（前期末比19.2％
減）となりました。 

  
  

今後の見通しにつきましては、売上高については、乗用業ならびに自動車販売事業は、第３四半期以降
も引き続き景気低迷などによる影響を受けて減収を見込んでおりますが、乗合業、遊技場業、流通事業
は、今後も堅調に推移するものと見込んでおります。営業費用については、燃料価格の動向が、依然先行
き不透明な状況にあることなどから、通期の連結業績予想につきましては、現時点において平成20年４月
28日発表の数値から修正しておりません。 
  

  

２. 連結財政状態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
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、
当第２四半期連結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を
改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きによ
り、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
② リース取引に関する会計基準 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６
月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制
度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半
期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間から
これらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移
転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はございません。 

  
③ 棚卸資産の評価に関する会計基準 

通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価方法については、従来、主として原価法によってお
りましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第
９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 
これにより、当期首時点で保有していたたな卸資産に係る簿価切下げ額118百万円を特別損失とし

て計上し、また、当第２四半期連結会計期間末時点で保有しているたな卸資産に係る簿価切下げ額
６百万円を売上原価として計上しているため、税金等調整前四半期純利益は125百万円減少しており
ます。 

  
④ 有形固定資産（機械装置）の耐用年数の変更 

有形固定資産のうち機械装置について、平成20年度の法人税法の改正を契機として、耐用年数の
見直しを行い、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づいた耐用年数に変更してお
ります。 
これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。 

  
  

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５. 【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） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,891 4,348 

受取手形及び売掛金 6,605 7,324 

商品及び製品 4,670 4,548 

仕掛品 10 13 

原材料及び貯蔵品 554 445 

その他 4,717 4,255 

貸倒引当金 △124 △183 

流動資産合計 20,325 20,753 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 72,255 71,396 

車両運搬具 33,464 32,738 

土地 57,804 57,804 

その他 14,493 11,092 

減価償却累計額 △67,825 △65,050 

有形固定資産合計 110,192 107,980 

無形固定資産 769 796 

投資その他の資産

投資有価証券 13,558 14,110 

その他 4,047 4,211 

貸倒引当金 △123 △116 

投資その他の資産合計 17,482 18,205 

固定資産合計 128,444 126,981 

資産合計 148,769 147,735 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 7,641 7,781 

短期借入金 32,663 32,028 

未払法人税等 549 332 

賞与引当金 2,169 1,992 

その他 16,567 13,698 

流動負債合計 59,591 55,833 

固定負債 

社債 7,059 8,764 

長期借入金 29,514 32,796 

退職給付引当金 8,843 9,169 

役員退職慰労引当金 141 239 

負ののれん 57 69 

その他 17,193 14,963 

固定負債合計 62,809 66,001 

負債合計 122,400 121,835 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,160 3,160 

資本剰余金 693 694 

利益剰余金 18,127 17,264 

自己株式 △223 △213 

株主資本合計 21,758 20,905 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,139 2,511 

繰延ヘッジ損益 128 183 

評価・換算差額等合計 2,267 2,694 

少数株主持分 2,343 2,300 

純資産合計 26,368 25,900 

負債純資産合計 148,769 147,735 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

(第２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 

一般旅客自動車運送事業営業収益 31,019 

不動産事業売上高 2,210 

その他の事業売上高 26,864 

売上高合計 60,094 

売上原価 

一般旅客自動車運送事業運送費 27,474 

不動産事業売上原価 975 

その他の事業売上原価 20,769 

売上原価合計 49,220 

売上総利益 10,873 

販売費及び一般管理費 

販売費 5,656 

一般管理費 2,821 

販売費及び一般管理費合計 8,478 

営業利益 2,395 

営業外収益 

受取配当金 114 

その他 258 

営業外収益合計 373 

営業外費用 

支払利息 644 

その他 60 

営業外費用合計 705 

経常利益 2,063 

特別利益 

補助金収入 56 

貸倒引当金戻入額 59 

その他 6 

特別利益合計 122 

特別損失 

固定資産除却損 141 

たな卸資産評価損 118 

その他 94 

特別損失合計 354 

税金等調整前四半期純利益 1,831 

法人税、住民税及び事業税 466 

法人税等調整額 284 

法人税等合計 751 

少数株主利益 59 

四半期純利益 1,019 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 1,831 

減価償却費 4,291 

負ののれん償却額 △11 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △326 

賞与引当金の増減額（△は減少） 176 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51 

受取利息及び受取配当金 △129 

支払利息 644 

固定資産圧縮損 53 

固定資産除売却損益（△は益） 115 

売上債権の増減額（△は増加） 719 

たな卸資産の増減額（△は増加） △203 

仕入債務の増減額（△は減少） △140 

未払消費税等の増減額（△は減少） 64 

預り保証金の増減額（△は減少） 277 

その他 439 

小計 7,750 

利息及び配当金の受取額 128 

利息の支払額 △641 

法人税等の支払額 △229 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,007 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △73 

定期預金の払戻による収入 73 

固定資産の取得による支出 △2,890 

固定資産の売却による収入 193 

投資有価証券の取得による支出 △85 

投資有価証券の売却による収入 0 

貸付けによる支出 △275 

貸付金の回収による収入 511 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,545 

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） 1,103 

リース債務の返済による支出 △517 

長期借入金の返済による支出 △3,749 

社債の償還による支出 △1,585 

自己株式の売却による収入 4 

自己株式の取得による支出 △15 

配当金の支払額 △156 

少数株主への配当金の支払額 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,919 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △457 

現金及び現金同等物の期首残高 4,099 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,641 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、当第２四半期

連結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財

務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
 

  

  

該当事項はありません。 

  

  １．自己株式の取得 

    当社は、平成20年10月28日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み 

   替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

   (1)自己株式の取得を行う理由 

     経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己株式を取得する 

        ものであります。 

     (2)取得の内容 

     ①取得する株式の種類  当社普通株式 

     ②取得する株式の総数  500,000株（上限） 

                 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.80％） 

     ③株式の取得価額の総額 300,000,000円（上限） 

     ④取得期間       平成20年10月29日から平成21年３月31日まで 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 事業の種類別セグメント情報

一般旅客 

自動車 

運送事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

自動車 

販売事業 

(百万円)

レジャー・

スポーツ 

事業 

(百万円)

流通事業 

(百万円)

その他の 

事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
31,019 2,210 10,848 5,323 2,328 8,363 60,094 ― 60,094

 (2) セグメント間 

   の内部売上高 

   又は振替高
125 5 1,563 24 3,784 1,279 6,782 (6,782) ―

計 31,145 2,215 12,412 5,348 6,112 9,643 66,876 (6,782) 60,094

営業利益 

又は営業損失(△)
612 878 △9 167 138 670 2,458 (   62) 2,395

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象
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【参考】

(1) （要約）中間連結損益計算書

（単位：百万円）

期 別

科 目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金  額

Ⅰ 売上高

 １．一般旅客自動車運送事業営業収益 30,782

 ２．不動産事業営業収益 1,916

 ３．その他の事業営業収益 31,309

   売上高合計 64,008

Ⅱ 売上原価

 １．一般旅客自動車運送事業運送費 26,554

 ２．不動産事業売上原価 788

 ３．その他の事業売上原価 24,122

   売上原価合計 51,465

   売上総利益 12,543

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １．販売費 6,450

 ２．一般管理費 2,653

   販売費及び一般管理費合計 9,103

   営業利益 3,439

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 30

 ２．受取配当金 113

 ３．総合福祉団体定期保険金 31

 ４．負ののれん償却額 8

 ５．レバレッジドリース投資利益 15

 ６．その他 130

   営業外収益合計 329

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 656

  ２．持分法による投資損失 8

 ３．その他 116

   営業外費用合計 781

   経常利益 2,987

Ⅵ 特別利益

 １．固定資産売却益 6

 ２．補助金 107

 ３．貸倒引当金戻入益 3

 ４．その他 10

   特別利益合計 128

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産売却損 22

 ２．固定資産除却損 265

 ３．固定資産圧縮損 104

 ４．固定資産評価損 64

 ５．その他 60

   特別損失合計 518

   税金等調整前中間純利益 2,598

   法人税、住民税及び事業税 412

   法人税等調整額 746

   少数株主利益（控除） 88

   中間純利益 1,351
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(2) （要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

期 別

科 目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金  額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前中間純利益 2,598

 減価償却費 3,277

 負ののれん償却額 △ 8

 退職給付引当金の増減額 △ 723

 賞与引当金の増減額 85

 貸倒引当金の増減額 △ 15

 受取利息及び受取配当金 △ 143

 支払利息 656

 持分法による投資損益 8

 固定資産売却益 △ 6

 固定資産除売却損 259

 売上債権の増減額 △ 975

 たな卸資産の増減額 215

 仕入債務の増減額 △ 934

 未払消費税等の増減額 △ 148

 預り保証金の増減額 △ 87

 その他 1,611

 小計 5,668

 利息及び配当金の受取額 144

 利息の支払額 △ 652

 法人税等の支払額 △ 315

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,844

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の預入による支出 △ 66

 定期預金の払戻による収入 66

 固定資産の取得による支出 △ 4,368

 固定資産の売却による収入 228

 子会社株式の取得による支出 △ 3

 貸付けによる支出 △ 30

 貸付金の回収による収入 663

 その他 △ 130

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,640

Ⅲ 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 815

  長期借入れによる収入 1,570

 長期借入金の返済による支出 △ 5,096

  社債の発行による収入 2,791

 社債の償還による支出 △ 1,167

 自己株式の売却による収入 2

 自己株式の取得による支出 △ 7

 親会社による配当金の支払額 △ 156

 少数株主への配当金の支払額 △ 3

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,250

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 46

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 4,553

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末残高 4,507
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前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 
 

  

(3) 事業の種類別セグメント情報

一般旅客 

自動車 

運送事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

自動車 

販売事業 

(百万円)

レジャー・

スポーツ 

事業 

(百万円)

流通事業 

(百万円)

その他の 

事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
30,782 1,916 13,709 6,191 3,165 8,243 64,008 ― 64,008

 (2) セグメント間 

   の内部売上高 

   又は振替高
118 7 1,399 25 3,056 1,361 5,969 (5,969) ―

計 30,900 1,923 15,109 6,216 6,222 9,605 69,978 (5,969) 64,008

営業費用 29,395 1,120 14,929 5,857 6,129 9,035 66,467 (5,898) 60,568

営業利益 1,505 803 179 358 93 569 3,510 (   70) 3,439
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