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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 38,188 ― 3,381 ― 3,024 ― 1,681 ―
20年3月期第3四半期 38,707 △2.9 3,231 △10.0 2,761 △9.5 1,326 △37.2

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 15.11 ―
20年3月期第3四半期 11.91 ―

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 97,633 24,739 25.2 221.06
20年3月期 97,983 23,700 24.1 211.89

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  24,595百万円 20年3月期  23,585百万円

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
21年3月期 ― 2.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 4.00

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 51,496 △3.3 3,398 △17.4 2,913 △16.3 1,388 34.9 12.48

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  有  

（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。  

(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 
1. 平成20年11月12日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
2. 業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しております。従って、実際の業績は業況の変化などにより記載の予想とは異なる場合があります。
業績予想に関する事項は、3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。 
3. 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「四半期連結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。  

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3四半期  111,652,992株 20年3月期  111,652,992株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  391,872株 20年3月期  343,510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  111,289,716株 20年3月期第3四半期  111,345,162株



   

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱や、急激な円高により企業収益の悪化

が顕著となり、個人消費の冷え込みも強まるなど、厳しい経済環境が続きました。 

 このような情勢のなかで、当社グループでは引き続きお客さまのニーズにあわせたサービス・商品の提供による収

益拡大とともに、経費削減にも積極的に努めました。 

 当第３四半期連結累計期間におきましては、外部顧客に対する営業収益は、流通業の減収による影響で38,188百万

円と前年同期に比べ518百万円（△1.3％）の減収となったものの、諸経費の圧縮等もあり、営業利益は3,381百万円

と前年同期に比べ149百万円（4.6％）の増益、経常利益は3,024百万円と前年同期に比べ262百万円（9.5％）の増

益、四半期純利益は1,681百万円と前年同期に比べ354百万円（26.8％）の増益となりました。 

  

①運輸業 

 運輸業におきましては、鉄道事業では、平成20年４月14日から通勤旅客の増加が続く荒井駅に平日の朝夕ラッシュ

時間帯に直通特急を停車させましたほか、ご好評をいただいている「三宮・姫路１ｄａｙチケット」をはじめとした

各種割引企画乗車券をテレビＣＭなどを通じて積極的にＰＲすることにより、旅客需要の拡大をはかりました。 

また、本年３月20日の阪神なんば線開業にあわせて、直通特急の停車駅の見直しを柱とした当社線のダイヤ策定にも

取り組んだほか、施設面では山陽明石駅において、お客さまにやさしい駅にするべく、エレベーター設置を中心とし

たバリアフリー化工事を推進いたしました。 

 自動車事業では、一般乗合バスで、引き続き低床車両への更新を実施して輸送サービスの向上に注力したほか、業

績が好調な神戸市垂水区と三宮を結ぶ高速バス路線において、積極的な営業活動を行いました。また、今春のＩＣカ

ードシステムＰｉＴａＰａ導入に向けた諸工事に着手するとともに、鉄道事業と一体となった観光客誘致のため、明

石市都心循環バス路線の開設に向けて取り組みました。 

 運輸業全体では、鉄道事業において通勤定期旅客が増加したことに加え、テレビＣＭの効果もあり割引企画乗車券

の販売が好調に推移したことなどから、外部顧客に対する営業収益は14,800百万円と前年同期に比べ181百万円

（1.2％）の増収となり、営業利益は2,206百万円と前年同期に比べ184百万円（9.1％）の増益となりました。 

  

②流通業 

 流通業におきましては、山陽百貨店において、「日本一生き生きとした百貨店」をめざし、地階食料品コーナーで

人気洋菓子店「ケーニヒス・クローネ」や青果専門店「九州屋」を新たに導入して、販売力強化と商品構成の充実を

はかりました。また、「姫路菓子博２００８」への出店や、「北海道大物産展」、「諸国うまいもの大会」などのご

好評をいただいている催事を通じ、多くのお客さまにご来店いただけるよう努めました。 

 流通業全体では、食料品の売上が好調であったものの衣料品の売上が低調であったことなどから、外部顧客に対す

る営業収益は18,619百万円と前年同期に比べ874百万円（△4.4％）の減収となりましたが、諸経費の圧縮等により、

営業利益は155百万円と前年同期に比べ52百万円（50.3％）の増益となりました。 

  

③不動産業 

 不動産業のうち分譲事業におきましては、大阪府門真市では「エスコート・ランズ門真元町」の、神戸市中央区で

は「エスコートみなと元町海岸通」の建設・販売に取り組みました。賃貸事業におきましては、明石市西二見地区で

沿線企業向けの共同賃貸住宅の建設工事を進めるとともに、神戸市垂水区の社有地の開発にも積極的に努めるなど安

定的な収益基盤を整備いたしました。 

 不動産業全体では、外部顧客に対する営業収益は、1,657百万円と前年同期に比べ51百万円（3.2％）の増収となり

ましたが、売上原価の増加等により営業利益は745百万円と前年同期に比べ61百万円（△7.6％）の減益となりまし

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 



④レジャー・サービス業 

 レジャー・サービス業におきましては、平成20年８月から10月において明石海峡大橋から大阪までの夜景が見渡せ

るスポットである須磨浦山上遊園で夜間営業を行いましたほか、山陽姫路駅前のファーストフード店において全面的

な店舗改装を行うことにより、新規顧客の獲得に努めました。 

 レジャー・サービス業全体では、外部顧客に対する営業収益は1,962百万円と前年同期に比べ69百万円（3.6％）の

増収となりましたが、営業利益は91百万円と前年同期に比べ0百万円（△0.1％）の微減となりました。 

  

⑤その他の事業 

 その他の事業におきましては、一般労働者派遣業、設備の整備業などにおいて新たな新規顧客の獲得に努めた結

果、外部顧客に対する営業収益は1,148百万円と前年同期に比べ52百万円（4.8％）の増収となりましたが、経費の増

加により営業利益は132百万円と前年同期に比べ32百万円（△19.6％）の減益となりました。  

  

 第３四半期の総資産は、前期末に比べて350百万円減少し、97,633百万円となりました。また、純資産は1,038百万

円増加し、24,739百万円となり、自己資本比率は25.2％となりました。 

 増減の主な内訳は、資産の部では、現金及び預金が942百万円、建物及び構築物が516百万円それぞれ減少し、また

建設仮勘定が1,254百万円増加しております。負債の部では、長期借入金が3,181百万円減少、長期前受工事負担金が

1,284百万円増加しております。また、純資産の部では、利益剰余金が1,236百万円増加しております。   

  

  

 今後の国内経済は、世界的な金融市場の混乱や、急激な円高による企業収益の悪化、個人消費の冷え込みなどによ

り、先行きは不透明な状況が続くものと思われます。このような状況の下、平成20年11月12日に公表しました業績予

想を変更いたしております。 

 通期の業績予想につきましては、第３四半期までの実績及び今後の見通しを勘案し、営業収益51,496百万円（前期

比3.3%減）、営業利益3,398百万円（前期比17.4%減）、経常利益2,913百万円（前期比16.3%減）、当期純利益1,388

百万円（前期比34.9%増）を見込んでおります。 

 なお、業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は業況の変化

などにより記載の予想とは異なる場合があります。 

  

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 



  

該当事項はありません。 

  

   

重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

  

  

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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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、分譲土地建物については個別法による原価法から個別法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に、仕掛品及び貯蔵品については移動平均法による原価法から移動平均法による

原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に、商品については売価還元法による原価法から売価還元法に

よる原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）にそれぞれ変更しております。 

 これにより、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57百万円を特別損失として計上しており

ます。 

 なお、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は38百万円、税金等調整前四半

期純利益は96百万円それぞれ減少しております。 

  

 ③ リース取引に関する会計基準の適用 

  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ようになったことに伴

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。 

 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。 

 これによる損益への影響は軽微であります。  



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 4,908 5,851

受取手形及び売掛金 2,857 2,981

有価証券 － 10

商品 1,549 1,434

分譲土地建物 6,566 6,561

仕掛品 60 6

貯蔵品 246 264

繰延税金資産 467 540

その他 1,394 966

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 18,046 18,611

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 32,736 33,253

機械装置及び運搬具（純額） 4,314 4,693

土地 17,808 17,250

建設仮勘定 10,702 9,448

その他（純額） 1,034 1,159

有形固定資産合計 66,596 65,805

無形固定資産 411 458

投資その他の資産   

投資有価証券 2,864 3,065

長期貸付金 33 43

長期前払費用 8,335 8,562

繰延税金資産 195 200

その他 1,175 1,266

貸倒引当金 △26 △29

投資その他の資産合計 12,578 13,108

固定資産合計 79,586 79,372

資産合計 97,633 97,983



（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 6,496 7,010

短期借入金 10,088 8,371

未払法人税等 713 373

賞与引当金 157 90

役員賞与引当金 － 30

商品券等使用引当金 321 389

その他 7,846 8,269

流動負債合計 25,623 24,533

固定負債   

社債 6,000 6,000

長期借入金 17,905 21,087

繰延税金負債 785 827

退職給付引当金 2,069 2,228

長期前受工事負担金 11,048 9,764

受入敷金保証金 6,455 7,137

その他 3,005 2,703

固定負債合計 47,271 49,749

負債合計 72,894 74,283

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,090 10,090

資本剰余金 6,850 6,850

利益剰余金 7,265 6,029

自己株式 △109 △94

株主資本合計 24,097 22,876

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 498 708

評価・換算差額等合計 498 708

少数株主持分 143 115

純資産合計 24,739 23,700

負債純資産合計 97,633 97,983



（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 38,188

営業費  

運輸業等営業費及び売上原価 30,160

販売費及び一般管理費 4,646

営業費合計 34,807

営業利益 3,381

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 34

持分法による投資利益 0

雑収入 279

営業外収益合計 324

営業外費用  

支払利息 575

雑支出 105

営業外費用合計 681

経常利益 3,024

特別利益  

工事負担金等受入額 207

特別利益合計 207

特別損失  

工事負担金等圧縮額 207

販売用不動産評価損 57

固定資産除却損 12

投資有価証券評価損 5

減損損失 1

特別損失合計 284

税金等調整前四半期純利益 2,947

法人税、住民税及び事業税 1,072

法人税等調整額 159

法人税等合計 1,232

少数株主利益 33

四半期純利益 1,681



  

 該当事項はありません。 

  

  

  

当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）           （単位：百万円） 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
  

 運輸業  
  

  
流通業 

  

  
不動産業

  

 
レジャー・

サービス業

  

その他の
事業  

  
計 
  

消去又は
全社 

連結

  営業収益                 

(1）外部顧客に対する営業収

益 
 14,800  18,619    1,657    1,962    1,148    38,188  －   38,188 

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
   564     58    341     89    1,147     2,201   (2,201)   － 

計   15,365   18,678    1,998    2,051    2,296    40,390   (2,201)   38,188 

  営業利益    2,206    155     745     91     132   3,332    49    3,381 

（５）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。 

  



「参考情報」  

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） 

 営業収益         38,707

 営業費   

  運輸業等営業費及び売上原価         30,838

  販売費及び一般管理費          4,637

 営業費合計                 35,475

  営業利益                  3,231

 営業外収益                   

  受取利息                     15

  受取配当金                     30

  持分法による投資利益                      0

  雑収入                    303

  営業外収益合計                    349

 営業外費用   

  支払利息                    641

  雑支出                    178

  営業外費用合計                    819

 経常利益                   2,761

 特別利益                      14

 特別損失                     605

 税金等調整前四半期純利益                   2,171

 法人税、住民税及び事業税                     943

 法人税等調整額                     129

 少数株主損失                    228

 四半期純利益                   1,326



  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）         （単位：百万円） 

  

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
  

 運輸業  
  

  
流通業 

  

  
不動産業

  

 
レジャー・

サービス業

  

その他の
事業  

  
計 
  

消去又は
全社 

連結

  営業収益                 

(1）外部顧客に対する営業収

益 
 14,618  19,493   1,605    1,893   1,095   38,707 －   38,707 

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
  573    55    240     88    1,410     2,368 (2,368)   － 

計  15,192   19,548    1,846   1,982    2,505    41,075 (2,368)   38,707 

  営業利益    2,021   103   807     91    165  3,189    42   3,231 
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