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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 24,864 △3.7 2,043 △16.7 1,742 △21.8 932 △24.2
21年3月期第2四半期 25,808 ― 2,453 ― 2,228 ― 1,230 ―

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 8.38 ―
21年3月期第2四半期 11.06 ―

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 98,365 24,978 25.2 223.04
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2四半期  24,807百万円 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
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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
22年3月期 ― 2.00
22年3月期 

（予想）
― 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 49,497 △3.2 3,081 △1.3 2,534 △7.4 1,329 2.9 11.95



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 
１．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2四半期 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2四半期  428,546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2四半期 111,228,693株 21年3月期第2四半期 111,297,485株



  

     当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績が悪化するなか、雇用環境が一段と厳しさを増したほか、個 

   人消費の低迷も続くなど、依然として深刻な状況のうちに推移いたしました。 

    このような情勢のなかで、当社においては阪神なんば線の開業を機に新たな旅客誘致策を積極的に講じましたほか、山陽百

   貨店においては新規店舗を導入するなど、グループ全体の収益拡大と事業基盤の強化に努めました。 

   当第２四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24,864百万円と前年同期に比べ943百万円

  （△3.7％）の減収となりました。また、営業利益は2,043百万円と前年同期に比べ409百万円（△16.7％）の減益、

  経常利益は1,742百万円と前年同期に比べ485百万円（△21.8％）の減益、四半期純利益は932百万円と前年同期に比 

  べ298百万円（△24.2％）の減益となりました。 

  

  ①運輸業 

  鉄道事業におきましては、本年3月20日の阪神なんば線開業を受け、明石市や奈良市をはじめとする沿線各市や観

 光協会等と協力して、沿線の観光資源をPRし、観光旅客を中心とした相互交流の活性化に努めました。また、これ 

 にあわせて大阪ミナミ・奈良方面へのお出かけに便利な「奈良・斑鳩１dayチケット」や「阪神・明石市内１dayチ 

 ケット」、「三宮・明石市内１dayチケット」などの各種企画乗車券の販売を行い、利便性向上と収益拡大をはかり

 ました。施設面では、旅客輸送の安全性をさらに高めるため、引き続き踏切支障報知装置などを設置しましたほ 

 か、明石駅において改札階と地上および地下階をつなぐエレベーター設置工事を実施し、同駅のバリアフリー化を 

 推進いたしました。 

  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カードシステムを導入したほか、ノンステップ車両を 

 はじめとする低床車両への更新を行い、お客さまへのサービス充実に努めました。また、明石への観光旅客誘致の 

 ため、ラッピング電車の運行とあわせて、本年2月21日より週末を中心に明石市都心循環バスを運行いたしました。

 夜間高速バス神戸・立川線においては、本年5月14日に大阪・京都地区を経由する路線変更を行い、新たな顧客開拓

 に努めました。 

  運輸業全体では、鉄道事業において定期旅客の増加が見られたものの、新型インフルエンザの影響による定期外 

 旅客の減少に加え、前年に開催された「姫路菓子博2008」の反動により、外部顧客に対する営業収益は9,730百万円

 と前年同期に比べ220百万円（△2.2％）の減収となり、営業利益は1,369百万円と前年同期に比べ208百万円 

 （△13.2％）の減益となりました。 

  

  ②流通業 

  流通業では、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、商品力の強化を進めるとともに、幅広い年齢層のお客さまにご来店いただける店舗 

 づくりに取り組みました。また、毎年ご好評をいただいている「北海道大物産展」や、初企画の「ふるさと兵庫 味

 と技」などのさまざまな催事を通じて、集客力の向上に努めました。経費面については、引き続き徹底した見直し 

 を行い、収支改善に取り組みました。 

  流通業全体では、雑貨部門が好調に推移したものの、景気の低迷により衣料品等の売上が落ち込んだことから、

 外部顧客に対する営業収益は11,387百万円と前年同期に比べ1,262百万円（△10.0％）の減収となり、営業利益は51

 百万円と前年同期に比べ105百万円（△67.2％）の減益となりました。 

  

  ③不動産業 

  不動産業のうち賃貸事業においては、神戸市垂水区の社有地に自動車販売店を誘致し、事業基盤のさらなる強化 

 をはかりました。また、分譲事業においては、都心部へのアクセスが便利な大阪府門真市などで引き続き分譲マン 

 ションを販売いたしました。 

  不動産業全体では、本年2月に竣工した明石市西二見地区における特定企業向け賃貸住宅「コンフォルト西二見」

 にかかる賃料収入などが寄与したほか、不動産分譲の規模が前年より大きかったことから、外部顧客に対する営業 

 収益は1,685百万円と前年同期に比べ584百万円（53.1％）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424百万円と前年同期に比べ74百万円（△15.0％）の減益となりました。 

  

  ④レジャー・サービス業 

    レジャー・サービス業においては、大阪湾から明石海峡大橋に至る美しい夜景を見渡せる須磨浦山上遊園で、週

   末を中心に、引き続き夜間営業を行いました。また、創建90周年を迎える舞子ホテルでは、「創建記念館内見学ツ

   アー」などを実施して、瀬戸内の海の幸・旬の食材を用いた会席料理をお楽しみいただいたほか、結婚情報誌等 

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



   を通じて邸宅ウェディングの魅力を積極的にＰＲし、婚礼部門の収益拡大に注力いたしました。 

    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1,315百万円と前年同期に比べ18百万円 

   （△1.4％）の減収となり、営業利益は54百万円と前年同期に比べ24百万円（△31.3％）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、新たな外部顧客の獲得に努めたものの、外部

  顧客に対する営業収益は745百万円と前年同期に比べ26百万円（△3.5％）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105百万円と前年同期に比べ11百万円（12.7％）の増益となりました。 

  

  

   当四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2,088百万円減少し、98,365百万円となりまし 

  た。また、純資産は前連結会計年度末に比べて716百万円増加し、24,978百万円となり、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822百万円、受取手形及び売掛金が699百万円、分譲土地建物が 

  463百万円それぞれ減少し、建設仮勘定が280百万円増加しております。負債の部では支払手形及び買掛金が2,717百

  万円減少し、また、長期前受工事負担金が686百万円増加しております。純資産の部では、利益剰余金が710百万円増

  加しております。 

  

  

  

   今後の国内経済は、企業業績の悪化による低調な雇用情勢、個人消費の低迷により、先行きは不透明感が強まるも

  のと思われます。このような状況の下、平成21年5月14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２四半期までの実績及び今後の見通しを勘案し、営業収益49,497百万円（前期

  比3.2％減）、営業利益3,081百万円（前期比1.3％減）、経常利益2,534百万円（前期比7.4％減）、当期純利益1,329

  百万円（前期比2.9％増）を見込んでおります。 

  

  

  

 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



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 5,694 6,517

受取手形及び売掛金 2,479 3,178

商品及び製品 1,194 1,306

分譲土地建物 5,449 5,912

繰延税金資産 462 535

その他 1,670 1,561

貸倒引当金 △58 △3

流動資産合計 16,893 19,008

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,487 33,381

機械装置及び運搬具（純額） 4,407 4,727

土地 18,066 17,808

建設仮勘定 11,869 11,589

その他（純額） 997 1,077

有形固定資産合計 68,828 68,585

無形固定資産 426 476

投資その他の資産   

投資有価証券 2,838 2,722

長期貸付金 31 32

長期前払費用 7,963 8,250

繰延税金資産 220 230

その他 1,191 1,175

貸倒引当金 △29 △28

投資その他の資産合計 12,217 12,383

固定資産合計 81,472 81,445

資産合計 98,365 100,454



（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 5,361 8,079

短期借入金 9,500 9,374

未払法人税等 776 775

賞与引当金 81 82

役員賞与引当金 － 28

商品券等使用引当金 326 323

その他 7,902 7,740

流動負債合計 23,948 26,405

固定負債   

社債 6,000 6,000

長期借入金 20,404 21,095

繰延税金負債 844 856

退職給付引当金 2,007 2,027

長期前受工事負担金 11,694 11,008

受入敷金保証金 6,268 6,320

その他 2,218 2,478

固定負債合計 49,438 49,787

負債合計 73,387 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 7,586 6,876

自己株式 △120 △117

株主資本合計 24,406 23,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 400 402

評価・換算差額等合計 400 402

少数株主持分 170 159

純資産合計 24,978 24,261

負債純資産合計 98,365 100,454



（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 25,808 24,864

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 20,176 19,767

販売費及び一般管理費 3,177 3,052

営業費合計 23,354 22,820

営業利益 2,453 2,043

営業外収益   

受取利息 5 10

受取配当金 26 16

持分法による投資利益 0 0

雑収入 198 230

営業外収益合計 231 257

営業外費用   

支払利息 385 379

雑支出 70 179

営業外費用合計 456 558

経常利益 2,228 1,742

特別利益   

工事負担金等受入額 207 －

固定資産受贈益 － 15

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 207 15

特別損失   

工事負担金等圧縮額 207 －

販売用不動産評価損 57 －

減損損失 1 6

固定資産除却損 0 3

投資有価証券評価損 － 44

その他 － 0

特別損失合計 266 54

税金等調整前四半期純利益 2,169 1,703

法人税、住民税及び事業税 831 713

法人税等調整額 55 47

法人税等合計 887 760

少数株主利益 51 10

四半期純利益 1,230 932



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年9月30日）           （単位：百万円） 

  

  

  

当第２四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）           （単位：百万円） 

   

  

  

 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〕

  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 
    9,950  12,649  1,101    1,334   771   25,808     －   25,808 

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
   377    35   219  63   771 1,466  (1,466)     － 

計  10,327   12,685     1,320  1,398  1,543   27,275   (1,466)   25,808

  営業利益    1,578   157    499  79  94    2,408   45     2,453

  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 
    9,730   11,387    1,685    1,315   745   24,864     －    24,864

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
    309    32     206    36   836   1,421  (1,421)     － 

計    10,039    11,420    1,892   1,352   1,581   26,285   (1,421)   24,864

  営業利益    1,369    51    424  54    105     2,005   37     2,043 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 

「参考情報」 
鉄道事業運輸成績表 

 
 

収      入 人      員  
平成 21 年第２四半期 平成 20 年第２四半期 増減率 平成 21 年第２四半期 平成 20 年第２四半期 増減率 

 千円 千円  千人 千人  
定 期 外 3,624,162 3,843,475 △5.7 14,549 15,229 △4.5
   
 第 1 種 3,172,605 3,378,083 △6.1 10,677 11,251 △5.1
   
 第 2 種 451,557 465,391 △3.0 3,871 3,978 △2.7
   
   
定 期 3,114,234 3,109,407 0.2 21,561 21,610 △0.2
   
 第 1 種 2,798,433 2,791,201 0.3 16,771 16,795 △0.1
   
 第 2 種 315,800 318,206 △0.8 4,789 4,815 △0.5
   
   

計 6,738,397 6,952,883 △3.1 36,111 36,840 △2.0
   
 第 1 種 5,971,039 6,169,284 △3.2 27,449 28,046 △2.1
   
 第 2 種 767,357 783,598 △2.1 8,661 8,793 △1.5
   
（注）収入は千円未満を、人員は千人未満をそれぞれ切り捨てて表示しております。 
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