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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 199,941 ― 12,819 ― 8,731 ― 4,409 ―
20年3月期第3四半期 197,161 △5.2 15,518 △5.9 11,223 △4.2 6,111 12.4

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3四半期 10.38 ―
20年3月期第3四半期 14.34 ―

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3四半期 532,186 41,413 7.1 91.80
20年3月期 529,926 46,767 8.1 100.61

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  37,762百万円 20年3月期  42,882百万円

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  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

通期 275,660 △1.8 15,500 △24.3 9,820 △32.9 5,480 △30.1 13.32

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）  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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、５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14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表等規則」に従い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10月31日公表の業績予想を修正しております。 
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。なお、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 相鉄プロパティーズ株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  427,477,495株 20年3月期  427,477,495株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  16,137,869株 20年3月期  1,246,797株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  424,701,720株 20年3月期第3四半期  426,291,450株
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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 

（四半期連結累計期間の経営成績） 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機の

影響が実体経済の急激な減速を及ぼし、企業の業績悪化が雇用にも大きな影を落とすなど、国内景気は先行きの不

透明感が一層強まる中で推移いたしました。 

このような状況下におきまして、当社グループにおける当第３四半期連結累計期間における営業収益は1,999億

４千１百万円（前年同期比1.4％増）、営業利益は128億１千９百万円（前年同期比17.4％減）、経常利益は87億３

千１百万円（前年同期比22.2％減）、四半期純利益は44億９百万円（前年同期比27.8％減）を計上するにいたりま

した。（前年同四半期連結累計期間増減率は参考数値として記載をしております。） 

なお、平成20年７月８日付国土交通省による「六会コンクリート㈱が出荷したレディーミクストコンクリート

はJIS規格に適合していない」との発表を受け調査の結果、当該コンクリートに関係する取引または使用が当社グ

ループ内の流通業、不動産業、レジャー・サービス業で判明しております。現在影響等については引き続き調査中

でありますが、過年度において引渡を行いました分譲物件のうち一部合意解約契約を締結したものにつきまして

は、前期損益修正損として特別損失に計上いたしました。 

  

ａ．運輸業 

当社の鉄道事業及び自動車事業を中心としております。 

鉄道事業では、駅及び車両のバリアフリー化工事、改良工事等を計画的に実施し、お客様に安全・快適にご利用

いただけるよう施設・車両の整備を進める一方、サービスの向上に努め、その一環として駅における案内サインのリ

ニューアルを進めております。駅施設や乗換え、発車時刻等のさまざまな情報をお客様に分かりやすく提供して情報

のバリアフリー化に努めることにより、お客様満足度の向上を目指しております。 

また、星川・天王町駅付近連続立体交差工事につきましても鋭意推進いたしました。 

なお、東日本旅客鉄道㈱との相互直通運転につきましては、８月に横浜市による都市計画の素案説明会が開催さ

れ、東京急行電鉄㈱との相互直通運転につきましては、11月及び12月に沿線にお住まいの方々を対象とした事業概要

説明会を開催するなど、早期開業に向けた各種取組みを進めております。 

そのほか、12月29日から２月１日まで「横浜瀬谷八福神めぐりイベント」を、12月29日から３月31日まで「ゆめ

が丘～希望ヶ丘駅硬券乗車券発売イベント」を開催しております。 

自動車事業では、当社と相鉄バス㈱においてアイドリングストップ機能のついた低床のワンステップバスとノン

ステップバス16両を導入いたしました。  
運輸業全体における当第３四半期連結累計期間の営業収益は、318億７千３百万円（前年同期比0.7％減）、営業

利益は、主に鉄道事業における費用増により49億４百万円（前年同期比16.3％減）となりました。 

  

ｂ．建設業 

相鉄建設㈱を中心としており、各社とも引続き事業環境が厳しい中、営業力の強化、生産性や利益率の向上等に

努めました。   
建設業全体における当第３四半期連結累計期間の営業収益は、112億７千７百万円（前年同期比 11.7％減）、営

業利益は２億７千９百万円の損失（前年同期は４億３千１百万円の営業損失）となりました。 

  

ｃ．流通業 

相鉄ローゼン㈱のスーパーマーケット業、相鉄流通サービス㈱及び㈱イストの流通事業、相鉄興産㈱の砂利類販

売業・商事業を中心としております。 

相鉄ローゼン㈱では、「善行店」（神奈川県藤沢市）など合計３店舗で改装を実施するなど店舗の活性化に努め

たほか、11月よりネットショッピングを開始いたしました。売上面においては、９月に判明した鮮魚部門の期限表示

違反問題で17店舗の鮮魚販売を一時中止した影響を大きく受けました。 

相鉄流通サービス㈱及び㈱イストでは、６月に当社線二俣川駅（横浜市旭区）構内の「握り立ておにぎりいすと

二俣川駅前店」を「握り立ておにぎりきらり二俣川駅前店」としてリニューアルし、店舗面積を約２倍に増床したほ

か、駅売店の活性化を図りました。また、カラオケ店としては３店舗目となる「カラオケシンシア伊勢原店」（神奈

川県伊勢原市）を７月に開業するなど、事業基盤の拡充と収益力の向上に努めました。なお、本年１月には、おにぎ

り専門店の２号店「握り立ておにぎりきらり三ツ境駅店」（横浜市瀬谷区）がオープンしております。 

相鉄興産㈱他の各社におきましても、競争が激化する等厳しい事業環境の中、業績向上に向けて積極的な営業活

動を展開いたしました。 
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流通業全体における当第３四半期連結累計期間の営業収益は、主に相鉄興産㈱における増収により1,030億５千１

百万円（前年同期比0.6％増）となりましたが、営業利益は、主に相鉄興産㈱における費用増、相鉄ローゼン㈱にお

ける売上総利益率の低下や販売費及び一般管理費の増加等により１億１千５百万円の損失（前年同期は４億５千４百

万円の営業利益）となりました。 

  

ｄ．不動産業 

相鉄不動産㈱及び相鉄不動産販売㈱の不動産分譲業並びに㈱相鉄アーバンクリエイツ、㈱相鉄ビルマネジメント

の不動産賃貸業を中心としております。  
不動産分譲業では、集合住宅及び戸建住宅を合計437戸分譲いたしました。集合住宅では「グレーシアスクエア綱

島」(横浜市港北区)、「グレーシアシーサイド金沢八景」(横浜市金沢区)、「パークタワー横濱ポートサイド」(横

浜市神奈川区)等、戸建住宅では、早川城山住宅地（神奈川県綾瀬市）、「湘南みずきサウザンドビレッジ」（神奈

川県茅ヶ崎市）、「ル・アージュ横浜鴨居」（横浜市神奈川区）、「コージーライフ海老名望地の丘」（神奈川県海

老名市）、「コージーライフ百合ヶ丘」（川崎市麻生区）等が主要な物件であります。 

不動産賃貸業では、横浜駅西口「相鉄ジョイナス」の「１階全面活性化」に着手し、11月には第１期リニューア

ルが完了、17店舗がオープンいたしました。なお、第２期は本年秋にオープンを予定しております。このほか「ザ・

ダイヤモンド」（横浜市西区）、「港南台バーズ」（横浜市港南区）をはじめとした各ショッピングセンターにおい

ても魅力あるテナントを誘致し収益力の向上に努めるとともに、12月には横浜駅東口に所在する不動産の信託受益権

を取得するなど、事業基盤の拡充に努めました。 

不動産業全体における当第３四半期連結累計期間の営業収益は、主に分譲業における分譲戸数の増加により431億

１百万円（前年同期比13.6％増）、営業利益は不動産分譲事業における原価率の上昇及び不動産賃貸事業における活

性化工事の影響等により78億４千万円（前年同期比10.2％減）となりました。  

  
ｅ．レジャー・サービス業 

相鉄企業㈱のビルメンテナンス業、相鉄ホテル㈱のホテル業、㈱相鉄エージェンシーの広告代理業を中心として

おります。 

相鉄企業㈱のビルメンテナンス業では、厳しい事業環境にある中で積極的な営業活動により新規物件の獲得を図

るだけでなく、業務の効率化も推進して業績の向上に努めております。 

「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」を運営している相鉄ホテル㈱では、事業環境が更に厳しさを増す中、

開業10周年を記念したプランや年末年始の特別プラン等を積極的に販売いたしました。 

㈱相鉄エージェンシー他の各社におきましても、業績向上に向けて積極的な営業活動を展開し、相鉄イン㈱で

は、10月25日に当社グループのビジネスホテル２号店となる「相鉄フレッサ イン 湘南台」（神奈川県藤沢市）をオ

ープンいたしました。 

レジャー・サービス業全体における当第３四半期連結累計期間の営業収益は、相鉄イン㈱の増収等により290億８

千７百万円（前年同期比3.3％増）となりましたが、営業利益は、各社における費用増により３億７千２百万円（前

年同期比50.6％減）となりました。 
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(資産、負債、純資産の状況) 

総資産は、販売用不動産の取得等により22億５千９百万円増加し、5,321億８千６百万円となりました。 

負債は、76億１千４百万円増加し、4,907億７千３百万円となりました。なお、有利子負債の残高は、借入金・社

債合わせまして3,369億８千６百万円となり、204億４百万円増加いたしました。 

純資産は、自己株式の取得等により53億５千４百万円減少し、414億１千３百万円となりました。なお、自己資本

比率は7.1％、１株当たり純資産は91円80銭となりました。  

  

(キャッシュ・フローの状況) 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、98億５千１百万円となり、前連結会計年

度末比29億４千８百万円の減少となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 「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74億５千３百万円、減価償却費118億５

 千５百万円、たな卸資産の増加による支出87億５千５百万円、仕入債務の減少による支出73億１千１百万円を 

 主なものとして34億６千４百円となりました。 

（投資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」は、有形固定資産の取得による支出137億４千２百万円を主なものとし

  て△138億４百万円となりました。 

（財務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」は、借入金の純増額及び社債の発行による収入等203億１千１百万円、

 自己株式の増加による支出59億５千６百円を主なものとして73億９千１百万円となりました。 

  

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 

国内景気は、昨年後半からの急激な景気後退を受けて企業の業績や雇用、個人消費への更なる影響が深刻の度合

を増す中にあって、極めて厳しい状況で推移していくものと思われます。 

こうした事業環境の変化と第３四半期までの業績等を踏まえ、通期連結業績予想につきましては、平成20年10月

31日に公表しました従来の業績予想から変更しております。主に不動産業及び流通業において減収減益を見込むこと

により、営業収益は2,756億６千万円（前回予想比1.4％減）、営業利益は155億円（前回予想比12.3％減）、経常利

益は98億２千万円（前回予想比19.0％減）、当期純利益は54億８千万円（前回予想比13.3％減）を予想しておりま

す。 

各セグメント別の通期の見通しは15ページ記載の「６．その他の情報(1)セグメント別概況」を参照願います。 

 なお、平成20年11月27日に連結子会社であります相鉄ローゼン㈱が発表いたしました「特別損失計上の見込みに関

するお知らせ」につきましては、現時点では確定していないため、連結業績予想には織り込んでおりません。具体的

な内容、金額が決定次第お知らせいたします。  

  

※業績予想につきましては、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざま

な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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当社の連結子会社であります相鉄プロパティーズ㈱は、平成20年４月１日付で当社の連結子会社であります

横浜地下街㈱に吸収合併されております。なお、横浜地下街㈱は合併に伴い商号を㈱相鉄アーバンクリエイツに

変更しております。 

   

  

１．棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方

法によっております。  

  

３．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。  

  

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 

  

１．会計処理基準に関する事項の変更 

① 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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い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等の適用 

 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０とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 この変更による損益への影響は軽微であります。また、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

２．追加情報 

・ 有形固定資産の耐用年数の変更 

 平成20年度法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しておりま

す。 

 この変更による損益への影響は軽微であります。また、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 10,091 12,910

受取手形及び売掛金 17,697 21,101

有価証券 60 10

たな卸資産 63,777 55,021

繰延税金資産 1,127 2,392

その他 10,985 8,985

貸倒引当金 △472 △451

流動資産合計 103,267 99,971

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 181,183 183,006

機械装置及び運搬具（純額） 15,801 17,217

土地 159,384 155,860

建設仮勘定 8,369 6,528

その他（純額） 4,702 4,685

有形固定資産合計 369,440 367,298

無形固定資産   

のれん 407 660

借地権 1,756 1,756

その他 6,738 6,773

無形固定資産合計 8,903 9,190

投資その他の資産   

投資有価証券 15,224 19,384

長期貸付金 154 70

繰延税金資産 13,486 11,809

その他 22,710 23,071

貸倒引当金 △1,000 △869

投資その他の資産合計 50,575 53,466

固定資産合計 428,919 429,955

資産合計 532,186 529,926
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,618 27,929

短期借入金 85,004 61,113

1年以内償還社債 11,568 10,098

リース債務 141 －

未払法人税等 1,023 3,097

賞与引当金 1,424 2,714

その他の引当金 337 227

その他 39,859 40,003

流動負債合計 159,978 145,185

固定負債   

社債 76,642 70,161

長期借入金 163,772 175,209

リース債務 592 －

繰延税金負債 1,364 2,437

再評価に係る繰延税金負債 31,269 32,254

退職給付引当金 23,398 23,751

長期預り敷金保証金 32,216 32,250

負ののれん 143 368

その他 1,396 1,541

固定負債合計 330,795 337,974

負債合計 490,773 483,159

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,162 31,162

資本剰余金 22,295 22,291

利益剰余金 △7,118 △9,401

自己株式 △6,413 △452

株主資本合計 39,926 43,599

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,261 6,685

土地再評価差額金 △6,425 △7,403

評価・換算差額等合計 △2,163 △717

少数株主持分 3,650 3,885

純資産合計 41,413 46,767

負債純資産合計 532,186 529,926
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 199,941

営業費  

運輸業等営業費及び売上原価 152,593

販売費及び一般管理費 34,527

営業費合計 187,121

営業利益 12,819

営業外収益  

受取利息 131

受取配当金 332

負ののれん償却額 225

雑収入 460

営業外収益合計 1,149

営業外費用  

支払利息 4,908

雑支出 329

営業外費用合計 5,237

経常利益 8,731

特別利益  

固定資産売却益 34

投資有価証券売却益 50

工事負担金等受入額 265

補助金 282

貸倒引当金戻入額 9

その他 95

特別利益合計 737

特別損失  

前期損益修正損 218

固定資産売却損 20

固定資産除却損 1,163

固定資産圧縮損 532

減損損失 7

その他 72

特別損失合計 2,016

税金等調整前四半期純利益 7,453

法人税、住民税及び事業税 2,872

法人税等調整額 235

法人税等合計 3,108

少数株主損失（△） △65

四半期純利益 4,409
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 7,453

減価償却費 11,855

減損損失 7

のれん償却額 253

負ののれん償却額 △225

退職給付引当金の増減額（△は減少） △353

貸倒引当金の増減額（△は減少） 151

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,290

その他の引当金の増減額（△は減少） 109

受取利息及び受取配当金 △463

支払利息 4,908

工事負担金等受入額 △265

補助金収入 △282

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,313

固定資産圧縮損 532

有価証券売却損益（△は益） △50

売上債権の増減額（△は増加） 3,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,755

仕入債務の増減額（△は減少） △7,311

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △74

その他 △2,008

小計 8,876

法人税等の支払額 △5,412

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,464

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 △130

利息及び配当金の受取額 378

有形固定資産の取得による支出 △13,742

有形固定資産の売却による収入 285

無形固定資産の取得による支出 △1,039

投資有価証券の取得による支出 △102

投資有価証券の売却による収入 82

敷金及び保証金の差入による支出 △313

敷金及び保証金の回収による収入 829

その他 △53

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,804
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

利息の支払額 △4,775

短期借入金の純増減額（△は減少） 26,539

長期借入れによる収入 9,220

長期借入金の返済による支出 △23,306

社債の発行による収入 17,906

社債の償還による支出 △10,049

配当金の支払額 △2,050

少数株主への配当金の支払額 △68

自己株式の純増減額（△は増加） △5,956

その他 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,948

現金及び現金同等物の期首残高 12,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,851
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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、「四半期連結財務諸表規則」

に従い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。 

  

  

（注）１．事業区分の方法 

日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分してお

ります。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

運輸業………………………鉄道・バスの営業を行っております。  

建設業………………………土木建設工事の設計施工請負等を行っております。 

流通業………………………砂利類販売業、商事業及びスーパーマーケット業等を行っております。  

不動産業……………………土地及び建物の販売、建物の賃貸等を行っております。 

レジャー・サービス業……ビルメンテナンス業、ホテル業及び広告代理業等を行っております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため記載しておりません。  

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 海外営業収益がないため記載しておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
当第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  
運輸業 

(百万円) 
建設業 

(百万円) 
流通業 

(百万円) 
不動産業 
(百万円) 

レジャー・
サービス業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益                 

(1) 外部顧客に対

する営業収益 
 30,581  4,891  101,576  40,753  22,139  199,941     －  199,941

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 1,292  6,386  1,475  2,348  6,947  18,450 (18,450)     － 

計  31,873  11,277  103,051  43,101    29,087  218,391 (18,450)  199,941

営業利益又は 

営業損失(△) 
 4,904  △279  △115  7,840  372    12,722  97    12,819

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業収益  197,161

Ⅱ 営業費  181,643

営業利益  15,518

Ⅲ 営業外収益       1,246

 Ⅳ  営業外費用   5,541

経常利益   11,223

 Ⅴ  特別利益   443

 Ⅵ  特別損失   1,798

   税金等調整前四半期純利益  9,868

法人税、住民税及び事業税   3,441

法人税等調整額   468

少数株主損失(△)   △152

四半期純利益  6,111
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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   9,868

減価償却費   11,655

減損損失   491

支払利息   5,194

売上債権の増減額(△は増加)  7,273

たな卸資産の増減額(△は増加)   △8,531

仕入債務の増減額(△は減少)   △7,144

その他  △6,489

小計  12,317

法人税等の支払額  △4,921

営業活動によるキャッシュ・フロー   7,396

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

有形固定資産の取得による支出   △12,289

無形固定資産の取得による支出   △609

投資有価証券の取得による支出   △390

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  △1,464

その他   334

投資活動によるキャッシュ・フロー   △14,419

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

利息の支払額   △5,074

短期借入金の純増減額(△は減少)  10,176

長期借入れによる収入  6,200

  長期借入金の返済による支出  △25,308

社債の発行による収入   19,897

社債の償還による支出   △10,049

配当金の支払額   △2,130

自己株式の純増減額(△は増加)  △34

その他   △69

財務活動によるキャッシュ・フロー  △6,392

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △13,415

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  23,595

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  10,180
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
前第３四半期連結累計期間  

 (自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日)  

  
運輸業 

（百万円） 
建設業 

（百万円）
流通業 

（百万円）
不動産業 

（百万円）

レジャー・ 
サービス業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去 
又は全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

営業収益                 

(1)外部顧客に対する 

営業収益 
 30,619  8,960  100,539  35,552  21,490  197,161      －  197,161

(2)セグメント間の 

内部営業収益 

又は振替高 

 1,483  3,806  1,863  2,390  6,674  16,219 (16,219)       －

計  32,102  12,767  102,403  37,943  28,164  213,380 (16,219)  197,161

営業利益又は 

営業損失(△) 
 5,861  △431  454  8,734  753  15,372  145  15,518
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６．その他の情報 

(１)セグメント別概況 

(第３四半期連結業績) 

  

  

  前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間     

  
(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日) 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日) 
増減額 率 

  百万円 百万円 百万円 ％

営 業 収 益        

運輸業 32,102 31,873  △228 △0.7

建設業 12,767 11,277  △1,490 △11.7

流通業 102,403 103,051  648 0.6

不動産業 37,943 43,101  5,158 13.6

レジャー・サービス業 28,164 29,087  923 3.3

消 去 △16,219 △18,450  △2,230 －

合計 197,161 199,941  2,780 1.4

         

営 業 利 益        

運輸業 5,861 4,904  △956 △16.3

建設業 △431 △279  151 －

流通業 454 △115  △569 －

不動産業 8,734 7,840  △894 △10.2

レジャー・サービス業 753 372  △381 △50.6

消 去 145 97  △48 △33.0

合計 15,518 12,819  △2,698 △17.4

（通期連結業績予想）             

  前連結会計年度 当連結会計年度(予想)     

  
(自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日) 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日) 
増減額 率 

  百万円 百万円 百万円 ％

営 業 収 益        

運輸業 42,495 42,450  △45 △0.1

建設業 22,705 19,520  △3,185 △14.0

流通業 138,149 136,030  △2,119 △1.5

不動産業 63,960 61,660  △2,300 △3.6

レジャー・サービス業 38,911 40,050  1,138 2.9

消 去 △25,368 △24,050  1,318 －

合計 280,854 275,660  △5,194 △1.8

         

営 業 利 益        

運輸業 6,463 5,710  △753 △11.7

建設業 △404 0  404 －

流通業 640 230  △410 △64.1

不動産業 13,083 9,150  △3,933 △30.1

レジャー・サービス業 702 420  △282 △40.2

消 去 △15 △10  5 －

合計 20,470 15,500  △4,970 △24.3
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(２)鉄道旅客輸送人員及び収入内訳 

  

  

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日) 

増減率 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日

  至 平成20年３月31日)

 輸 送 人 員 千人 千人 ％ 千人

定  期  外 62,624   62,996   0.6   83,542  

定     期 112,635   112,173   △0.4   148,193  

計 175,260   175,170   △0.1   231,735  

 旅 客 収 入 百万円 百万円 ％ 百万円

定  期  外 12,336   12,332   △0.0   16,434  

定     期 11,734   11,795   0.5   15,548  

計 24,071   24,128      0.2   31,983  
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