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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 12,421 △6.2 1,107 △25.1 986 △27.3 540 △26.0
21年3月期第1四半期 13,239 ― 1,479 ― 1,356 ― 730 ―

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

22年3月期第1四半期 4.86 ―
21年3月期第1四半期 6.56 ―

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

22年3月期第1四半期 99,854 24,688 24.6 220.48
21年3月期 100,454 24,261 24.0 216.68

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  24,523百万円 21年3月期  24,102百万円

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

21年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

26,717 3.5 1,762 △28.2 1,455 △34.7 826 △32.9 7.43

通期 52,178 2.1 2,955 △5.3 2,320 △15.2 1,307 1.2 11.75
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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） 

(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 
 業績予想につきましては、現時点で得られた情報にもと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。なお、業績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参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 111,652,992株 21年3月期  111,652,992株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  425,080株 21年3月期  416,686株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 111,231,344株 21年3月期第1四半期 111,306,886株
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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、企業業績が大幅に悪化するなか、個人消費においても回復の兆

  しが見えず、また、新型インフルエンザが全国的に流行するなど、景気全体としては依然として先行き不透明な状況

  のままに推移しました。 

   このような情勢のなかで、当社グループでは新たな顧客開拓を行うべく、積極的に増収策を講じましたほか、経費

  の削減にも引き続き取り組みました。 

 当第１四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12,421百万円と前年同期に比べ817百万

円(△6.2％)減収となりました。また、営業利益は1,107百万円と前年同期に比べ371百万円(△25.1％)の減益、経常

利益は986百万円と前年同期に比べ369百万円(△27.3％)の減益、四半期純利益は540百万円と前年同期に比べ190百万

円(△26.0％)の減益となりました。 

  

①運輸業 

  運輸業におきましては、鉄道事業では、本年3月20日の阪神なんば線の開業を受け、大阪ミナミ・奈良方面からの

 旅客誘致をはかるため、沿線の自治体・観光協会と協力して当社沿線を積極的にPRし、さらなる増収に努めまし 

 た。 

  自動車事業では、一般乗合バスにおいて、本年4月1日にICカードシステムPiTaPaを導入し、利用額に応じた割引 

  サービスを行うなど、ICカードの利便性をPRするなかで、一層の利用促進をはかりました。 

  運輸業全体では、鉄道事業の定期収入が堅調に推移したものの、前年4月から5月にかけて開催された「姫路菓子

 博2008」の反動や新型インフルエンザの影響等により、外部顧客に対する営業収益は4,873百万円と前年同期に比べ

 147百万円(△2.9%)の減収となり、営業利益は709百万円と前年同期に比べ217百万円（△23.4％）の減益となりまし

 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、こだわりの生活雑貨 

 を取り扱う「姫路ロフト」の導入により、商品力の強化をはかるとともに、幅広い年齢層のお客さまにご来店いた 

 だける店舗づくりを推進しました。また、毎年ご好評をいただいている「北海道大物産展」をはじめとした各種催 

 事を通じて、さらなる集客力の向上に努めました。    

  流通業全体では、雑貨部門が好調に推移したものの、消費の低迷や「姫路菓子博2008」の反動等により、外部顧 

 客に対する営業収益は5,744百万円と前年同期に比べ782百万円(△12.0%)の減収となり、営業利益は31百万円と前年

 同期と比べ110百万円（△78.0％）の減益となりました。 

  

③不動産業 

  不動産業におきましては、保有土地の有効活用のため、神戸市垂水区小束山地区に自動車販売店を誘致し、安定 

 的な収益基盤の強化に努めました。また、分譲事業においては、大阪府門真市などで分譲マンションの販売を進め 

 ました。  

  不動産業全体では、本年2月に明石市に竣工した共同賃貸住宅にかかる賃料収入が寄与し、外部顧客に対する営業

 収益は、698百万円と前年同期に比べ129百万円(22.7%)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

 216百万円と前年同期と比べ50百万円（△18.9％）の減益となりました。 

  

④レジャー・サービス業 

  レジャー・サービス業につきましては、須磨浦山上遊園において、幻想的な夜桜と美しい神戸の夜景を多くのお 

 客さまに楽しんでいただくため、夜間営業を行いました。飲食業においては、景気低迷による内食指向が強まるな

 か、ファーストフード店舗を中心に売上の増加をはかりました。 

  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、665百万円と前年同期に比べ18百万円(△2.7%)の

 減収となり、営業利益は39百万円と前年同期と比べ13百万円（△25.7％）の減益となりました。 

  

⑤その他の事業 

   一般労働者派遣業、設備の整備業などその他の事業におきましては、外部顧客に対する営業収益は439百万円と前 

     年同期に比べ1百万円(0.5%)の増収となり、営業利益は70百万円と前年同期と比べ16百万円（31.2％）の増益となり

   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
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 第１四半期の総資産は、前期末に比べて600百万円減少し、99,854百万円となりました。また、純資産は前期末に

比べて426百万円増加し、24,688百万円となり、自己資本比率は24.6％となりました。 

 増減の主な内訳は、資産の部では受取手形及び売掛金が815百万円減少し、分譲土地建物が350百万円増加しており

ます。負債の部では短期借入金が1,413百万円減少し、また、長期前受工事負担金が701百万円増加しております。純

資産の部では、利益剰余金が317百万円増加しております。  

  

  

現時点においては、平成21年５月14日に公表しました業績予想に変更はございません。 

  

  

 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。  

  

  

     該当事項はありません。 

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

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,266 6,517

受取手形及び売掛金 2,363 3,178

商品及び製品 1,340 1,306

分譲土地建物 6,263 5,912

繰延税金資産 511 535

その他 1,857 1,561

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 18,599 19,008

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,269 33,381

機械装置及び運搬具（純額） 4,491 4,727

土地 17,793 17,808

建設仮勘定 11,758 11,589

その他（純額） 1,043 1,077

有形固定資産合計 68,356 68,585

無形固定資産 448 476

投資その他の資産   

投資有価証券 2,944 2,722

長期貸付金 32 32

長期前払費用 8,108 8,250

繰延税金資産 217 230

その他 1,177 1,175

貸倒引当金 △28 △28

投資その他の資産合計 12,450 12,383

固定資産合計 81,255 81,445

資産合計 99,854 100,454
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,294 8,079

短期借入金 7,961 9,374

未払法人税等 430 775

賞与引当金 115 82

役員賞与引当金 － 28

商品券等使用引当金 328 323

その他 7,910 7,740

流動負債合計 25,040 26,405

固定負債   

社債 6,000 6,000

長期借入金 20,923 21,095

繰延税金負債 857 856

退職給付引当金 2,015 2,027

長期前受工事負担金 11,709 11,008

受入敷金保証金 6,295 6,320

その他 2,324 2,478

固定負債合計 50,125 49,787

負債合計 75,165 76,193

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 7,194 6,876

自己株式 △119 △117

株主資本合計 24,015 23,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 508 402

評価・換算差額等合計 508 402

少数株主持分 164 159

純資産合計 24,688 24,261

負債純資産合計 99,854 100,454
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 13,239 12,421

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 10,221 9,853

販売費及び一般管理費 1,538 1,460

営業費合計 11,760 11,314

営業利益 1,479 1,107

営業外収益   

受取利息 1 5

受取配当金 23 14

持分法による投資利益 0 0

雑収入 84 111

営業外収益合計 109 132

営業外費用   

支払利息 195 189

雑支出 36 64

営業外費用合計 232 253

経常利益 1,356 986

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 －

固定資産受贈益 － 13

特別利益合計 1 13

特別損失   

販売用不動産評価損 57 －

固定資産除却損 0 3

投資有価証券評価損 － 44

減損損失 － 6

その他 － 0

特別損失合計 57 54

税金等調整前四半期純利益 1,299 945

法人税、住民税及び事業税 490 385

法人税等調整額 20 14

法人税等合計 511 399

少数株主利益 57 4

四半期純利益 730 540
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前第１四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年6月30日）           （単位：百万円） 

  

  

  

当第１四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年6月30日）           （単位：百万円） 

   

  

  

  

 該当事項はありません。 

   

（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 
    5,021   6,527   569    684   437   13,239     －   13,239 

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
    186    22    88   26    347  672  (672)     － 

計   5,208    6,549     658   710  784    13,911   (672)   13,239

  営業利益    926    141    266   53   53    1,441   37     1,479

  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 
    4,873    5,744    698     665    439   12,421     －    12,421

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
    178     23     103    14    388   708  (708)     － 

計    5,052    5,768     802    680    827    13,130   (708)   12,421

  営業利益     709    31    216   39    70     1,066   40     1,107

（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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