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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）

営業収益 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 13,223 △0.8 953 △1.4 141 △32.9 △14 ―
21年3月期第2四半期 13,334 ― 967 ― 210 ― 172 ―

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 △0.19 ―
21年3月期第2四半期 2.18 2.16

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 105,832 12,341 11.7 153.22
21年3月期 106,096 12,238 11.5 151.91

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,341百万円 21年3月期  12,238百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想） ―
0.00 

～1.50
0.00

～1.50

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   

営業収益 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 26,190 △1.3 1,738 △0.6 195 △11.4 32 △95.0 0.40



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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(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.その他をご覧下さい。 

(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21年5月14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。本資料に記載されている業績予想等の将来
に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報及び計画に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。なお、業績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 80,615,668株 21年3月期  80,615,668株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  65,843株 21年3月期  46,457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 80,557,559株 21年3月期第2四半期 79,483,086株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年の世界的な不況の影響による景気の悪化から一部に持

ち直しの動きが見られるものの企業収益や設備投資が減少し、完全失業率が過去最悪の水準となるなど、厳しい

状況で推移いたしました。 

この間当社グループにおきましては、各部門にわたり増収に力を注ぐとともに経費削減に努めてまいりました

が、個人消費の落ち込みや雇用環境の悪化、また、本年５月に神戸地区を中心として流行した新型インフルエン

ザの影響を大きく受けたため、当第２四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。 

すなわち、営業収益は13,223百万円、経常利益は141百万円となりました。しかしながら、投資有価証券評価

損を特別損失に計上したため、14百万円の四半期純損失となりました。 

当第２四半期連結累計期間の部門別の概況につきましては、次のとおりであります。 

  

（運 輸 業） 

鉄道事業につきましては、引き続き「安全の絶対確保」を図るために安全管理体制の確立と強化を進め、安全

計画を作成し施設の整備を進めております。 

ＩＣカードシステム「ＰｉＴａＰａ」につきましては、順調にご利用者が増加しており、本年３月の阪神なん

ば線の開通にあわせて発売を開始した、阪急・阪神・山陽・神戸市営地下鉄（谷上経由）までの３社線連絡ＩＣ

定期券もご好評をいただいております。 

増収策といたしましては、ハイキングにおける新たな企画として「神鉄バスハイク」を実施し、沿線を離れた

ハイキングスポットへご案内をいたしました。本年８月には、夏の恒例イベントとなりました「親子でＧＯ!!ミ

ステリートレイン」を運行し、多くのご家族にご参加いただきました。企画乗車券におきましては、新たに山陽

電鉄とのタイアップによる「姫路おでかけきっぷ」、「明石おでかけきっぷ」を発売いたしました。 

地球環境問題への取り組みといたしましては、パーク・アンド・ライドの駐車場や駐輪場のご利用促進を図

り、マイカーの都心への流入抑制を進めました。また、「鉄道でエコ キャンペーン」および「マイバス・マイ

電車の日」を引き続き推進し、沿線の企業や住民の方々に身近な環境対策の一つとして鉄道のご利用を呼びかけ

ました。 

設備投資といたしましては、運転状況記録装置、扉誤操作防止装置等の保安機器の設置を進め、さらに運転保

安度の一層の向上を図るためＰＣまくらぎ化、重レール化、コンクリート柱化、列車無線設備更新、変電所機器

更新等の工事を実施いたしております。また、サービス向上施策として、快適な室内空間を提供する6000系車両

の増備を進めております。なお、設備投資の一部につきましては、「鉄道軌道輸送高度化事業費補助制度」を活

用してまいります。さらに、本年９月には「交通施設バリアフリー化設備整備費補助制度」を活用し、エレベー

ター２基新設を主とする鈴蘭台駅バリアフリー化工事に着手いたしました。 

ご利用者の減少が続く粟生線の対策として、昨年８月に作成・配布した「おでかけガイド」の第２弾として本

年７月に「グルメ版」を作成し、粟生線沿線にお住まいの皆様に配布するとともに、ホームページの「粟生線活

性化の取り組み」コーナーを活用して、粟生線の抱える厳しい状況をお知らせして鉄道のご利用を呼びかけまし

た。また、３月から８月まで、家族単位でのご利用促進策として「粟生線 家族おでかけきっぷ」を発売いたし

ました。 

バス事業につきましては、乗合バス事業におきましては、本年３月にダイヤ改正を実施した中里線において旅

客数が増加したほか、貸切バス事業および運行管理請負業におきましては、企業および学校との契約による運行

を受注するなど、積極的な営業活動に努めました。 

タクシー業につきましては、競争激化等により厳しい経営環境が続くなか、なお一層の顧客満足度の向上や経

費削減に努めました。 

この結果、当社鉄道事業につきましては、引き続く景気の低迷と雇用調整の進展や新型インフルエンザの影響

等がありましたものの、旅客数は24,340千人で前年同期に比べ0.8％の増加となりました。バス事業、タクシー

業をあわせた当第２四半期連結累計期間の運輸業の営業収益は6,660百万円で前年同期に比べ0.8％の減少となり

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



 （流 通 業） 

ストア業につきましては、全店舗の営業開始時間を１時間繰り上げる施策を引き続き実施するとともに、昨年

10月にオープンした「ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＡＴＩＯＮ 神鉄食彩館明石西店」や本年３月に実施した「神鉄食彩

館北鈴店」の全面的なリニューアルが増収に寄与いたしました。 

駅売店につきましては、販売商品の拡充や自動販売機を増設したほか、店舗の改装やショーケースの新設等お

客様の利便性向上に努めました。 

飲食業につきましては、本年４月より焼きたてパンの店「モエット岡場店」が、均一価格での販売を実施し、

ご好評をいただいております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の流通業の営業収益は4,623百万円で前年同期に比べ0.7％の増加となり

ました。 

  

（不 動 産 業） 

土地建物販売業につきましては、松宮台住宅地においてハウスメーカー８社との提携による各種集客活動を展

開し11区画を販売するなど、土地分譲では2,056平方メートルを販売いたしました。 

土地建物賃貸業につきましては、有馬口社有地において新たにテナントを確保し、本年８月には本造成工事を

竣工させるなど社有地の有効活用を図るとともに、賃貸ビルへのテナント誘致に努め、ビルの入室率向上を図り

ました。駐車場経営におきましては、引き続き新規顧客の獲得に努めました。さらに９月には、神戸市東灘区に

おいて定期建物賃貸借契約付の土地・建物を新たに取得し、安定的な収益の確保、拡大を図りました。 

また、本年４月より神戸市から「神戸市立三宮駐車場」の指定管理者として指定を受け、運営管理業務を受託

いたしました。 

しかしながら、松宮台住宅地における販売区画数が減少したこと等により、当第２四半期連結累計期間の不動

産業の営業収益は825百万円で前年同期に比べ19.9％の減少となりました。 

  

（その他の事業） 

介護事業につきましては、本年４月の介護保険法改正に的確に対応するとともに、ご利用者の立場に立った質

の高いサービスの提供に努めました。しかしながら、訪問介護利用者の顧客単価が下がったことにより減収とな

るなど、厳しい状況で推移いたしました。 

健康・保育事業につきましては、保育園・子育て支援施設がご好評をいただいており、「よこやま保育園」に

おきましては増築工事を行い、本年10月より認可定員40名を60名に増員いたしました。また、「神鉄スイミング

スクール」ではキャンペーン活動等により会員獲得に努めたほか、リラクセーションを提供する「ラフィネ阪急

三宮駅店」、「ラフィネメトロこうべ店」もご好評をいただいております。昨年10月にオープンいたしました簡

易フィットネスクラブ「神鉄サーキットスタジオ ミニフィット」におきましては、会員数は着実に増加してお

ります。 

神戸市より運営管理業務を受託いたしております「神戸市立北神戸田園スポーツ公園」では、魅力的なイベン

ト等を実施しご好評をいただいております。 

ゴルフ場業につきましては、オープンコンペの開催や新たに本年７月より第２・第４週の休場日にセルフ営業

を実施するなど来場者誘致に努めました。 

建設業につきましては、当社グループ外からの受注拡大に努めました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間のその他の事業の営業収益は1,576百万円で、前年同期に比べ17.1％の

増加となりました。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、販売土地及び建物が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ264

百万円減少の105,832百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、買掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ367百万円減少の93,490百

万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、その他有価証券評価差額金が増加したことにより前連結会計年度末に比

べ103百万円増加の12,341百万円となり、自己資本比率は11.7％となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報



 

  

連結業績予想につきましては、平成21年５月14日発表の平成22年３月期の業績予想を修正しております。  

  
  

 該当事項はありません。 

  

  

① 簡便な会計処理  

  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ついては、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、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。 

 これによる営業収益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  営業収益 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 

前回発表予想（Ａ）  27,223  1,733  180  115  1.43

今回修正予想（Ｂ）  26,190  1,738  195  32  0.40

増減額（Ｂ－Ａ）  △1,033  5  15  △83  －

増減率（％）  △3.8  0.3  8.3  △72.2  －

(ご参考)前年実績  26,524  1,749  220  643  8.07

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



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 1,244 1,225

受取手形及び売掛金 829 737

販売土地及び建物 5,832 6,011

商品 111 125

貯蔵品 594 641

未成工事支出金 22 18

その他 711 1,352

流動資産合計 9,346 10,111

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 51,488 51,957

機械装置及び運搬具（純額） 6,757 7,040

土地 32,394 31,506

建設仮勘定 1,648 1,279

その他（純額） 800 780

有形固定資産合計 93,090 92,564

無形固定資産   

のれん 56 58

その他 634 598

無形固定資産合計 691 656

投資その他の資産   

投資有価証券 769 776

その他 1,934 1,986

投資その他の資産合計 2,704 2,763

固定資産合計 96,486 95,984

資産合計 105,832 106,096

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,463 2,513

短期借入金 30,635 36,037

未払法人税等 54 94

賞与引当金 43 45

その他 2,797 3,001

流動負債合計 34,995 41,692

固定負債   

長期借入金 48,549 42,065

退職給付引当金 2,097 2,154

役員退職慰労引当金 46 41

負ののれん 6 6

その他 7,795 7,897

固定負債合計 58,495 52,165

負債合計 93,490 93,857



（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 11,710 11,710

資本剰余金 814 814

利益剰余金 △643 △628

自己株式 △17 △9

株主資本合計 11,864 11,887

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68 △53

繰延ヘッジ損益 △127 △131

土地再評価差額金 536 536

評価・換算差額等合計 477 351

純資産合計 12,341 12,238

負債純資産合計 105,832 106,096



（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 13,334 13,223

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 10,792 10,659

販売費及び一般管理費 1,573 1,611

営業費合計 12,366 12,270

営業利益 967 953

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 15 7

物品売却益 18 6

雑収入 51 42

営業外収益合計 88 59

営業外費用   

支払利息 821 794

雑支出 23 77

営業外費用合計 845 871

経常利益 210 141

特別利益   

工事負担金等受入額 282 －

特別利益合計 282 －

特別損失   

工事負担金等圧縮額 282 －

投資有価証券評価損 － 130

その他 9 －

特別損失合計 291 130

税金等調整前四半期純利益 201 11

法人税、住民税及び事業税 29 25

法人税等調整額 △5 0

法人税等合計 23 26

少数株主利益 4 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 172 △14



 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）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） 

  

  本国以外の国又は地域に所在する連結子会社は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） 

  

  海外売上高はないため記載しておりません。  

  

 該当事項はありません。 

  

（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〕

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） 
流通業 

（百万円） 
不動産業 

（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） 

営業収益及び営業損益 

営業収益  
              

(1)外部顧客に対する  

営業収益 
 6,702  4,584  989  1,058  13,334  －  13,334

(2)セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 13  5  41  287  348 (348)  －

計  6,715  4,589  1,030  1,346  13,682  (348)  13,334

営業費  6,111  4,457 860 1,276 12,706 (339) 12,366

 営業利益  604  132 170 69 976 (8) 967

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） 
流通業 

（百万円） 
不動産業 

（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） 

営業収益及び営業損益 

営業収益  
              

(1)外部顧客に対する  

営業収益 
 6,650  4,617  782  1,174  13,223  －  13,223

(2)セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 10  6  43  402  462 (462)  －

計  6,660  4,623  825  1,576  13,686  (462)  13,223

 営業費  6,042  4,540 648 1,501 12,732 (462) 12,270

 営業利益  618  82 177 75 953 (0) 953

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

  

（１）輸送人員  

（注）千人未満を切り捨てて表示しております 

  

  

  

（２）旅客収入 

（注）千円未満を切り捨てて表示しております 

  

６．運輸成績

  

  

当第２四半期累計期間

(自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日) 

前第２四半期累計期間

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

増 減 率 

     千人  千人  ％

 第 定 期 外  7,713  7,952 △3.0

 一 定   期  15,184  14,730  3.1

 種  計  22,897  22,682 0.9

          

 第 定 期 外  644  662 △2.7

 二 定   期  797  802 △0.6

 種  計  1,442  1,464  △1.5

          

 合 定 期 外  8,358  8,615  △3.0

  定   期 15,982  15,532 2.9

 計  計 24,340  24,147  0.8

  

  

当第２四半期累計期間

(自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日) 

前第２四半期累計期間

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

増 減 率 

     千円  千円  ％

 第 定 期 外  2,435,783  2,503,821 △2.7

 一 定   期  2,567,697  2,498,409  2.8

 種  計  5,003,481  5,002,231  0.0

          

 第 定 期 外  75,211  77,516  △3.0

 二 定   期  52,600  53,000 △0.8

 種  計  127,811  130,516  △2.1

          

 合 定 期 外 2,510,995  2,581,337  △2.7

  定   期  2,620,297  2,551,410 2.7

 計  計  5,131,293  5,132,748  △0.0
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