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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 52,200 △13.1 2,915 21.7 2,500 21.2 1,290 26.5
21年3月期第2四半期 60,094 ― 2,395 ― 2,063 ― 1,019 ―

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2四半期 20.77 ―

21年3月期第2四半期 16.28 ―

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2四半期 142,205 26,963 17.3 396.80
21年3月期 141,765 25,451 16.3 372.70

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  24,641百万円 21年3月期  23,146百万円

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

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

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ― 2.50

22年3月期 
（予想）

― 2.50 5.00

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 109,300 △4.8 4,230 △1.5 3,260 △8.4 1,690 0.9 27.21

- 1 -



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） 

(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 

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21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 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2四半期 63,000,000株 21年3月期  63,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  898,779株 21年3月期  895,804株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 62,102,562株 21年3月期第2四半期 62,631,567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、輸出や生産に一部持ち直しの動きが見られるものの、
企業収益の減少や雇用情勢の一層の悪化など、景気は依然として先行き不透明な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積極的な増収策を図るとともに、経費の

節減ならびに経営全般の効率化に取り組んでまいりました結果、当第２四半期累計期間の売上高は522
億円（前年同期比13.1％減）、営業利益は29億１千５百万円（前年同期比21.7％増）、経常利益は25億
円（前年同期比21.2％増）、四半期純利益は12億９千万円（前年同期比26.5％増）となりました。 
  
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、古淵駅～女子美術大学線などの運行を新規に開始するとともに、きめ細かいダイ
ヤ改正を実施し利便性の向上を図りました。  
 また、横浜開港150周年記念テーマイベント開催期間中、鶴ヶ峰駅～ヒルサイド会場間のシャトルバ
スの運行を実施したほか、平成21年３月に茅ヶ崎駅南口発着の一部路線で実証実験運行を開始した「自
転車積載ラックバス」を、９月以降は本格運行として継続いたしました。 
さらに、マイカー通勤からバス通勤への転換を図るため企業等法人向けの通勤６ヶ月定期券「グリー

ンエコパス」の販売促進を図り、新規顧客の獲得に努めました。   
以上のような営業施策を行ってまいりましたが、景気低迷による利用客数の減少などにより減収とな

りました。  
貸切業においては、新型インフルエンザの影響などにより減収となりました。  
乗用業においては、需要の低迷などにより減収となりましたが、相模中央交通株式会社と神奈中ハイ

ヤー株式会社によって株式移転方式による中間持株会社「株式会社神奈中タクシーホールディングス」
を９月に設立し、２社の営業体制を機動的かつ一体的に整備して営業力の強化を図りました。  
以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は295億６千２百万円（前年同期比5.1％減）とな

りましたが、燃料費の減少などにより、営業利益は12億６千３百万円（前年同期比106.3％増）となり
ました。  
  

（不動産事業）  

分譲業においては、大磯町石神台や平塚市めぐみが丘にて、建売分譲および宅地分譲を行うととも
に、仲介物件の斡旋に積極的に取り組みました。  
賃貸業においては、６月に世田谷区北沢所在の商業ビルを取得し増収を図るとともに、前期より賃貸

を開始した町田市森野貸店舗および座間市ひばりが丘貸店舗が通期寄与いたしました。 
以上の結果、不動産事業全体の売上高は22億３千万円（前年同期比0.7％増）、営業利益は９億８千

４百万円（前年同期比12.0％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、個人消費の低迷や企業の設備投資の減少などにより、自家用車やトラッ
クなどの商用車の販売が大幅に減少いたしましたが、販売方法の見直しや経費の削減により収支の改善
が図られました。  
以上の結果、自動車販売事業全体の売上高は74億５千４百万円（前年同期比39.9％減）、営業利益は

６千６百万円（前年同期は営業損失9百万円）となりました。  
  

（レジャー・スポーツ事業）  

スポーツ施設業においては、４月より「スポーツプラザ神奈中小田原」において児童などを対象とし
た体操教室の営業を開始するなどの施策を行いましたが、個人消費の低迷などにより減収となりまし
た。 
ゴルフ場業においては、近隣ゴルフ場との競争激化などにより利用客数が減少いたしました。 
温浴業においては、４月より「野天湯元・湯快爽快くりひら店」においてカットサロンや女性限定の

エステサロンをオープンするなど、新規顧客の獲得に努めましたが、個人消費の低迷により減収となり
ました。 
遊技場業においては、各種イベントを実施するなど積極的な営業活動を推進したことにより増収とな

りました。  
以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は55億６千２百万円（前年同期比4.0％増）、営

業利益は２億３千９百万円（前年同期比43.3％増）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、前期に比べ燃料販売単価の下落および取扱販売量が減少したことなどにより、
減収となりました。  
以上の結果、流通事業全体の売上高は40億８千６百万円（前年同期比33.1％減）、営業利益は１億１

千万円（前年同期比20.4％減）となりました。 
  

（その他の事業）  

 飲食・娯楽業においては、「らーめん花樂相模大野店」および「ドレミファクラブ戸塚店」のリニュ
ーアルや「ＴＳＵＴＡＹＡ追浜店」の駅前への移転を実施するなど、顧客満足度や利便性の向上を図り
ましたが、個人消費の低迷などにより減収となりました。  
ホテル業においては、「グランドホテル神奈中 平塚」内の宴会場やカフェレストランの改装を行う

とともに、「グランドホテル神奈中 秦野」内の９階にスカイバンケットを新たに開業するなど、それ
ぞれ新規顧客の獲得を図りましたが、景気低迷の影響により利用客数が減少いたしました。 
その他の事業においては、商用車架装の受注減や、クリーニング業における不採算店舗の閉店により

減収となりました。  
以上の結果、その他の事業全体の売上高は80億４千１百万円（前年同期比16.6％減）、営業利益は２

億７千７百万円（前年同期比58.6％減）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、不動産事業において賃貸

ビルを新たに取得したことや、投資有価証券の時価評価額が増加したことなどにより、前期末に比べ４
億３千９百万円増加（前期末比0.3％増）し、1,422億５百万円となりました。 

負債は、借入金の返済が進んだことなどにより、前期末に比べ10億７千１百万円減少（前期末比
0.9％減）し、1,152億４千２百万円となりました。 
また、純資産は、利益剰余金が増加したことや、その他有価証券評価差額金が増加したことなどによ

り、前期末に比べ15億１千１百万円増加（前期末比5.9％増）し、269億６千３百万円となりました。 
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22億７千３百万円に減価償却費41

億３千９百万円などを加減した結果、資金収入は76億３千１百万円（前年同期比8.9％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40億８千２百万円などにより、資
金支出は46億５千２百万円（前年同期比82.8％増）となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金および社債の減少などにより、資金支出は36億４千８

百万円（前年同期比25.8％減）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、27億９千９百万円となりました。 

  
  

今後の見通しにつきましては、一般旅客自動車運送事業および自動車販売事業において、引き続き景
気低迷などの影響を受けて減収を見込んでおりますが、燃料費が比較的落ち着いていることや経費の節
減などにより、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21年４月28日発表の数値から
修正しておりません。 
  
  

  

該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,058 3,658

受取手形及び売掛金 5,130 5,424

商品及び製品 3,947 3,820

仕掛品 5 6

原材料及び貯蔵品 492 505

その他 3,672 2,875

貸倒引当金 △72 △80

流動資産合計 16,235 16,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 73,305 72,772

車両運搬具 34,646 34,657

土地 59,394 57,920

その他 14,859 14,316

減価償却累計額 △73,385 △70,778

有形固定資産合計 108,819 108,888

無形固定資産 606 702

投資その他の資産   

投資有価証券 12,808 12,100

その他 3,779 3,990

貸倒引当金 △43 △127

投資その他の資産合計 16,544 15,963

固定資産合計 125,970 125,554

資産合計 142,205 141,765

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,687 4,497

短期借入金 36,165 31,225

未払法人税等 600 460

賞与引当金 2,159 1,875

その他 15,692 14,925

流動負債合計 59,305 52,984

固定負債   

社債 3,323 4,955

長期借入金 27,444 33,605

退職給付引当金 7,675 8,048

役員退職慰労引当金 97 116

負ののれん 37 47

その他 17,358 16,555

固定負債合計 55,936 63,329

負債合計 115,242 116,313
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21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 693 693

利益剰余金 19,761 18,626

自己株式 △504 △502

株主資本合計 23,110 21,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,567 1,160

繰延ヘッジ損益 △35 8

評価・換算差額等合計 1,531 1,169

少数株主持分 2,321 2,305

純資産合計 26,963 25,451

負債純資産合計 142,205 141,765
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 29,437

不動産事業売上高 2,210 2,226

その他の事業売上高 26,864 20,536

売上高合計 60,094 52,200

売上原価   

一般旅客自動車運送事業運送費 27,474 25,473

不動産事業売上原価 975 917

その他の事業売上原価 20,769 15,165

売上原価合計 49,220 41,556

売上総利益 10,873 10,643

販売費及び一般管理費   

販売費 5,656 5,179

一般管理費 2,821 2,547

販売費及び一般管理費合計 8,478 7,727

営業利益 2,395 2,915

営業外収益   

受取配当金 114 101

その他 258 172

営業外収益合計 373 273

営業外費用   

支払利息 644 620

その他 60 67

営業外費用合計 705 688

経常利益 2,063 2,500

特別利益   

補助金収入 56 196

受取補償金 － 62

貸倒引当金戻入額 59 －

その他 6 30

特別利益合計 122 288

特別損失   

固定資産除却損 141 197

固定資産圧縮損 － 182

たな卸資産評価損 118 －

その他 94 135

特別損失合計 354 515

税金等調整前四半期純利益 1,831 2,273

法人税、住民税及び事業税 466 536

法人税等調整額 284 434

法人税等合計 751 971

少数株主利益 59 12

四半期純利益 1,019 1,290
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 2,273

減価償却費 4,291 4,139

負ののれん償却額 △11 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △326 △372

賞与引当金の増減額（△は減少） 176 284

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51 △91

受取利息及び受取配当金 △129 △106

支払利息 644 620

固定資産圧縮損 53 182

固定資産除売却損益（△は益） 115 129

売上債権の増減額（△は増加） 719 293

たな卸資産の増減額（△は増加） △203 △125

仕入債務の増減額（△は減少） △140 189

未払消費税等の増減額（△は減少） 64 7

預り保証金の増減額（△は減少） 277 △152

その他 439 1,289

小計 7,750 8,550

利息及び配当金の受取額 128 106

利息の支払額 △641 △617

法人税等の支払額 △229 △408

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,007 7,631

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 △140

定期預金の払戻による収入 73 70

固定資産の取得による支出 △2,890 △4,082

固定資産の売却による収入 193 31

投資有価証券の取得による支出 △85 △36

投資有価証券の売却による収入 0 28

貸付けによる支出 △275 △956

貸付金の回収による収入 511 433

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,545 △4,652

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 △750

リース債務の返済による支出 △517 △561

長期借入れによる収入 － 2,810

長期借入金の返済による支出 △3,749 △3,281

社債の償還による支出 △1,585 △1,704

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 △1

配当金の支払額 △156 △154

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,919 △3,648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △457 △669

現金及び現金同等物の期首残高 4,099 3,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,641 2,799
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該当事項はありません。 

  

前第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） 

 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

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
29,437 2,226 6,433 5,539 1,606 6,956 52,200 ― 52,200

 (2) セグメント間 

   の内部売上高 

   又は振替高
125 4 1,021 23 2,479 1,084 4,737 (4,737) ―

計 29,562 2,230 7,454 5,562 4,086 8,041 56,937 (4,737) 52,200

営業利益 

又は営業損失(△)
1,263 984 66 239 110 277 2,942 (   27) 2,915

(6) 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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