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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 127,574 △7.6 5,805 △36.3 3,171 △51.1 712 △79.9
21年3月期第2四半期 138,088 ― 9,110 ― 6,486 ― 3,549 ―

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 1.68 ―
21年3月期第2四半期 8.33 ―

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 553,086 43,597 7.8 101.15
21年3月期 532,094 39,763 6.9 88.93

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  43,205百万円 21年3月期  36,578百万円

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  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 280,720 3.0 11,700 △25.7 5,790 △42.6 5,400 △7.9 12.64
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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６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６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 
・平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年７月31日公表の業績予想を変更しております。 
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、実際の業績予想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５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。 

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） 22年3月期第2四半期 427,477,495株 21年3月期  427,477,495株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  341,748株 21年3月期  16,145,837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 424,838,297株 21年3月期第2四半期 426,197,567株
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（当四半期連結累計期間の経営成績） 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化を背景とした企業収益の大幅な悪

化により設備投資が減少を続ける一方で、雇用・所得環境についても厳しさが一層増す中で個人消費も低迷を続け

るなど、景気全般において不安定且つ先行きが不透明な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２四半期連結累計期間の営業収益は1,275億７千４

百万円（前年同期比7.6％減）、営業利益は58億５百万円（前年同期比36.3％減）、経常利益は31億７千１百万円

（前年同期比51.1％減）、四半期純利益は７億１千２百万円（前年同期比79.9％減）を計上するにいたりました。

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が、過年度において引渡を行いました分譲

物件のうち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。 

  

相鉄グループでは、激変する経営環境に迅速に対応する強靭な連結経営体制の構築を進めておりますが、本年４

月８日には、相鉄ローゼン㈱におけるスーパーマーケット事業の強化を目的として、当社は株式交換により同社を

完全子会社といたしました。更に、将来的な純粋持株会社体制への移行を視野に入れ、当社が鉄道事業に関して有

していた一切の権利義務を平成21年９月16日に当社の完全子会社である相鉄準備会社㈱に吸収分割の手法により承

継いたしました。これに伴い、同日付けで当社は「相鉄ホールディングス株式会社」に、相鉄準備会社㈱は「相模

鉄道株式会社」に、それぞれ商号を変更いたしました。 

  

各セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

  

ａ．運輸業 

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、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

だけますよう施設・車両の整備に努めておりますが、６月には新型車両11000系２編成（20両）を導入したほか、

運行管理システム及び電力管理システムの改修にあわせて、７月には電力司令所を、８月には運輸司令所の移設を

行い、運転保安度の向上ならびに異常時対応機能の向上を図りました。 

また、相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差工事につきましても鋭意推進しております。 

東日本旅客鉄道㈱及び東京急行電鉄㈱との相互直通運転につきましては、早期開業を目指して連絡線部分の環境

アセスメントや都市計画決定等の各種手続きを進めております。 

そのほか、７月から８月にかけて４駅で「ＪＡＺＺ」駅メロディーの試験導入を行い、７月からは「相鉄スタン

プラリー2009」を開催中であります。また、９月からは幼児・小学生・中学生を対象に募集した「2009 第６回相

鉄夏休み絵画コンクール」の全応募作品を新型車両11000系１編成に順次展示し、運行しております。 

自動車事業では、当社と相鉄バス㈱において環境にやさしい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15両を導入いたしました。 

運輸業全体における当第２四半期連結累計期間の営業収益は、205億１千５百万円（前年同期比4.0％減）、営業

利益は、主に鉄道事業における収入減少及び費用増により27億１千３百万円（前年同期比14.0％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にあって、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２四半期連結累計期間の営業収益は、主に相鉄建設㈱における完成工事高の増加により

136億２千３百万円（前年同期比70.1％増）、営業利益は２億３千５百万円（前年同期は１億６千１百万円の営業

損失）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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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、利便性の向上を目的として、希望が丘店（横浜市旭区）で営業時間を深夜１時まで延長し

たほか、並木店（横浜市金沢区）を始め３店舗で24時間営業を実施し、営業時間の拡大及びナイトマーケットの開

拓に努めました。また、６月から毎月１日に、価値ある商品を価値ある価格でご提供する「ローゼン市」を開催し

ているほか、いずみ野店（横浜市泉区）を始め４店舗の改装とクレンリネスの強化やレイアウト変更等を実施する

店舗クリニックを三ツ境店（横浜市瀬谷区）を始め５店舗で実施する等、既存店の強化を図りました。なお、５月

に「薬師台店」（東京都町田市）を新規開業しました。 

相鉄流通サービス㈱及び㈱イストでは、駅売店の活性化を図り、既存店舗の営業力を強化しました。 

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。 

流通業全体における当第２四半期連結累計期間の営業収益は、主に相鉄ローゼン㈱や相鉄興産㈱における減収に

より620億５千３百万円（前年同期比11.0％減）となり、営業利益は、主に相鉄ローゼン㈱における減益等により

２億３千１百万円の営業損失（前年同期は１億４千３百万円の営業利益）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。 

相鉄不動産㈱及び相鉄不動産販売㈱の分譲業では、集合住宅及び戸建住宅を合計222戸分譲いたしました。 

㈱相鉄アーバンクリエイツ及び㈱相鉄ビルマネジメントの賃貸業では、事業基盤の強化・拡充等を図っておりま

すが、６月には、横浜駅西口におきまして「相鉄南幸第４ビル」が竣工し、また、事業エリア拡大の観点から９月

には相鉄グループのビル事業として初めて東京都内にオフィスビル２棟を取得・運営を開始し、安定収益の確保に

努めました。さらに、昨年11月から順次進めていた「相鉄ジョイナス」１階リニューアルは、８月27日にグランド

オープンを迎え、各ショッピングセンターにおいても積極的に新規テナントを誘致するなど、集客力と収益力の向

上に努めました。 

不動産業全体における当第２四半期連結累計期間の営業収益は、主に分譲業において引渡戸数の減少により253

億１千６百万円（前年同期比21.1％減）、営業利益は分譲業における減収のほか原価率の上昇等により30億２千８

百万円（前年同期比47.1％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、良質かつ安定したサービスの提供に努めるとともに積極的な営業活動を

通じて臨時業務の獲得を図る等業績の向上に努めました。 

「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、昨年から続く世界同時不況の影響

による厳しい事業環境の中、柔軟な販売戦略による積極的な顧客の取り込みを推進すると共にコスト管理の徹底を

図る等収益の確保に努めました。 

㈱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いたしました。 

レジャー・サービス業全体における当第２四半期連結累計期間は、営業収益は191億４千１百万円（前年同期比

0.5％減）、営業利益は１億４千１百万円（前年同期比10.9％増）となりました。  
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（資産、負債、純資産の状況） 

総資産は、販売用不動産及び固定資産の取得等により209億９千２百万円増加し、5,530億８千６百万円となりま

した。 

負債は、借入金及び社債の増加等により171億５千８百万円増加し、5,094億８千９百万円となりました。なお、

有利子負債の残高は、借入金・社債合わせまして3,637億９千９百万円となり、281億２千１百万円増加いたしまし

た。 

純資産は、株式交換による自己株式の減少等により、38億３千３百万円増加し、435億９千７百万円となりまし

た。なお、自己資本比率は7.8％、１株当たり純資産は101円15銭となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年

度末に比べ18億４千２百万円減少し、121億４千万円となりました。 

当第２四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) 

営業活動による資金の増加は、10億８千１百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益27億６

千４百万円、減価償却費82億５千万円、たな卸資産の増加による支出57億９百万円等によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金の減少は、265億５千２百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出

262億１千３百万円等によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金の増加は、236億２千８百万円となりました。これは主に借入金の純増額239億１千５百万

円等によるものであります。 

   

国内景気は、一部で回復の兆しが見られるものの、雇用や所得環境は厳しさを増し個人消費も低迷しているなど、

予断を許さない厳しい状況は続くものと思われます。 

こうした事業環境と当第２四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21年７月31日に

公表しました数値から変更しております。主に流通業において減収、減益を見込むことにより、売上高は2,807億２

千万円（前回予想比2.3％減）、営業利益は117億円（前回予想比6.5％減）、経常利益は57億９千万円（前回予想比

11.6％減）、当期純利益は54億円（前回予想比2.3％増）といたしました。 

各セグメント別の通期の見通しは14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。

  

※ 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。  

  

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。  

  

１．棚卸資産の評価方法 

 当第２四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。  

    

請負工事に係る収益の計上基準について、従来、請負金額一定額以上かつ工期１年超の工事については工事進

行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企

業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契

約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進

行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

これにより、営業収益は1,327百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

108百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は13ページ「５．四半期連結財務諸表(５)セグメント情報」に記載してお

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
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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 12,380 14,223

受取手形及び売掛金 19,084 17,980

有価証券 － 59

たな卸資産 65,321 59,611

繰延税金資産 1,676 2,063

その他 7,945 10,178

貸倒引当金 △947 △1,053

流動資産合計 105,461 103,064

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 186,039 181,045

機械装置及び運搬具（純額） 16,939 15,366

土地 170,695 159,326

建設仮勘定 7,232 9,959

その他（純額） 5,428 5,426

有形固定資産合計 386,335 371,124

無形固定資産   

のれん 3,899 520

借地権 1,746 1,754

その他 6,460 7,082

無形固定資産合計 12,106 9,356

投資その他の資産   

投資有価証券 9,244 8,131

長期貸付金 176 185

繰延税金資産 15,112 14,955

その他 26,173 27,836

貸倒引当金 △1,524 △2,559

投資その他の資産合計 49,183 48,548

固定資産合計 447,624 429,029

資産合計 553,086 532,094
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,269 19,964

短期借入金 106,060 74,423

1年以内償還社債 11,602 11,588

リース債務 380 280

未払法人税等 2,481 2,459

賞与引当金 2,506 2,568

店舗閉鎖損失引当金 93 234

その他の引当金 299 332

その他 31,947 40,298

流動負債合計 172,640 152,150

固定負債   

社債 80,060 75,868

長期借入金 166,077 173,798

リース債務 1,146 922

繰延税金負債 1,313 1,330

再評価に係る繰延税金負債 31,261 31,257

退職給付引当金 22,905 23,522

長期預り敷金保証金 32,865 31,891

負ののれん 81 122

その他 1,137 1,464

固定負債合計 336,848 340,179

負債合計 509,489 492,330

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,162 31,162

資本剰余金 22,284 22,295

利益剰余金 △5,972 △5,651

自己株式 △135 △6,416

株主資本合計 47,338 41,389

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,299 1,627

土地再評価差額金 △6,433 △6,438

評価・換算差額等合計 △4,133 △4,811

少数株主持分 392 3,185

純資産合計 43,597 39,763

負債純資産合計 553,086 532,094
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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) 

営業収益 138,088 127,574

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 105,770 98,861

販売費及び一般管理費 23,208 22,907

営業費合計 128,978 121,768

営業利益 9,110 5,805

営業外収益   

受取利息 84 61

受取配当金 193 103

負ののれん償却額 204 40

デリバティブ評価益 － 218

雑収入 367 267

営業外収益合計 850 692

営業外費用   

支払利息 3,301 3,143

雑支出 171 184

営業外費用合計 3,473 3,327

経常利益 6,486 3,171

特別利益   

固定資産売却益 5 12

投資有価証券売却益 － 1

工事負担金等受入額 70 0

補助金 277 11

貸倒引当金戻入額 3 243

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 103

その他 88 16

特別利益合計 446 387

特別損失   

前期損益修正損 － 275

固定資産売却損 20 41

固定資産除却損 631 231

固定資産圧縮損 331 9

投資有価証券評価損 118 79

減損損失 7 117

その他 0 39

特別損失合計 1,110 794

税金等調整前四半期純利益 5,822 2,764

法人税、住民税及び事業税 2,269 2,294

法人税等調整額 △40 △243

法人税等合計 2,229 2,050
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（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) 

少数株主利益 43 0

四半期純利益 3,549 712
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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 5,822 2,764

減価償却費 7,859 8,250

減損損失 7 117

のれん償却額 224 160

負ののれん償却額 △204 △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △722 △617

貸倒引当金の増減額（△は減少） 119 △1,141

賞与引当金の増減額（△は減少） △108 △61

その他の引当金の増減額（△は減少） 108 △174

受取利息及び受取配当金 △278 △165

支払利息 3,301 3,143

工事負担金等受入額 △70 △0

補助金収入 △277 △11

有形固定資産除売却損益（△は益） 785 387

固定資産圧縮損 331 9

投資有価証券売却損益（△は益） － △1

投資有価証券評価損益（△は益） 118 79

売上債権の増減額（△は増加） 3,170 △888

たな卸資産の増減額（△は増加） △945 △5,709

仕入債務の増減額（△は減少） △9,550 △2,694

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △321 976

その他 △2,564 △1,579

小計 6,806 2,803

法人税等の支払額 △3,384 △1,721

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,421 1,081

投資活動によるキャッシュ・フロー   

利息及び配当金の受取額 224 113

有形固定資産の取得による支出 △7,489 △26,213

有形固定資産の売却による収入 12 8

無形固定資産の取得による支出 △861 △617

投資有価証券の取得による支出 △102 △62

投資有価証券の売却による収入 30 61

敷金及び保証金の差入による支出 △143 △256

敷金及び保証金の回収による収入 509 447

その他 △122 △33

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,940 △26,552
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

利息の支払額 △3,209 △3,184

短期借入金の純増減額（△は減少） 11,010 27,900

長期借入れによる収入 5,800 10,000

長期借入金の返済による支出 △16,958 △13,984

社債の発行による収入 17,906 14,917

社債の償還による支出 △10,049 △10,794

配当金の支払額 △1,062 △1,023

少数株主への配当金の支払額 △41 △41

自己株式の純増減額（△は増加） △34 18

その他 △37 △179

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,324 23,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,194 △1,842

現金及び現金同等物の期首残高 12,800 13,983

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,605 12,140
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 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。 

   

（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。 

（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〕

  
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） 

 
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 
 20,511  3,607  68,925  30,502  14,541  138,088  －  138,088

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 855  4,400  820  1,598  4,699  12,373 (12,373) －

計  21,366  8,008  69,745  32,101  19,240  150,462 (12,373)  138,088

営業利益又は 

営業損失(△)  
 3,154  △161  143  5,722  127  8,986  123  9,110

  
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） 

 
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 
 19,692  9,057  60,800  23,762  14,262  127,574  －  127,574

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 822  4,566  1,252  1,554  4,879  13,075 (13,075) －

計  20,515  13,623  62,053  25,316  19,141  140,650 (13,075)  127,574

営業利益又は 

営業損失(△)  
 2,713  235  △231  3,028  141  5,888  △82  5,805
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（会計処理の変更） 

「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」に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準適用指針第15号 平成19年12月27日）及び「工事

契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。

これにより、建設業の営業収益が1,327百万円、営業利益が108百万円増加しております。   

  

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)及び当第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) 

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。 

  

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)及び当第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) 

海外営業収益がないため記載しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１）セグメント別概況 

  

〔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

６．その他の情報

（第２四半期連結業績）         

  前第２四半期連結累計期間 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) 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日) 
増減額 率 

  百万円 百万円 百万円 ％

営 業 収 益        

運輸業 21,366 20,515  △851 △4.0

建設業 8,008 13,623  5,615 70.1

流通業 69,745 62,053  △7,692 △ 11.0

不動産業 32,101 25,316  △6,784 △ 21.1

レジャー・サービス業 19,240 19,141  △98 △ 0.5

消 去 △12,373 △13,075  △702  －

合計 138,088 127,574  △10,514 △7.6

         

営 業 利 益        

運輸業 3,154 2,713  △440 △14.0

建設業 △161 235  397   －

流通業 143 △231  △374    －

不動産業 5,722  3,028  △2,693 △ 47.1

レジャー・サービス業 127 141  13 10.9

消 去 123 △82  △205   －

合計 9,110 5,805  △3,304 △ 36.3
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（２）鉄道旅客輸送人員及び収入内訳 

  

  

（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20年４月１日 

  至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22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 42,054 40,550  △1,504 △3.6

建設業 19,344 27,300  7,955 41.1

流通業 136,410 125,880  △10,530 △7.7

不動産業 61,609 71,410  9,800 15.9

レジャー・サービス業 39,506 38,630  △876 △2.2

消 去 △26,454 △23,050  3,404 －

合計 272,471 280,720  8,248 3.0

   

営 業 利 益  

運輸業 5,660 4,060  △1,600 △28.3

建設業 △7 0  7 －

流通業 22 △250  △272 －

不動産業 9,678 7,710  △1,968 △20.3

レジャー・サービス業 432 20  △412 △95.4

消 去 △49 160  209 －

合計 15,736 11,700  △4,036 △25.7

  

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) 

増減率 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日

  至 平成21年３月31日)

 輸 送 人 員 千人 千人 ％ 千人

定  期  外 41,847   41,483   △0.9   83,373  

定     期 75,948   74,930   △1.3   147,515  

計 117,795   116,414   △1.2   230,889  

 旅 客 収 入 百万円 百万円 ％ 百万円

定  期  外 8,194   8,080   △1.4   16,315  

定     期 7,981   7,812   △2.1   15,619  

計 16,176   15,892   △1.8   31,935  
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