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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 36,906 △3.4 2,879 △14.8 2,483 △17.9 1,392 △17.2
21年3月期第3四半期 38,188 ― 3,381 ― 3,024 ― 1,681 ―

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3四半期 12.52 ―
21年3月期第3四半期 15.11 ―

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3四半期 97,866 25,108 25.5 224.24
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3四半期  24,940百万円 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 49,204 △3.7 3,302 5.8 2,777 1.5 1,379 6.7 12.40



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、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11月12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3四半期 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3四半期  431,443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3四半期 111,226,862株 21年3月期第3四半期 111,289,716株



   当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績が低迷し、雇用情勢が一段と厳しさを増すなか、個人

  消費の冷え込みも続くなど、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

   このような情勢のなかで、当社におきましては阪神なんば線の開業を受け新規エリアでの顧客獲得のため旅客誘致

  を積極的に行いましたほか、山陽百貨店におきましては新規店舗の導入により集客力向上策に努めました。 

   当第３四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36,906百万円と前年同期に比べ1,282百万 

  円（△3.4％）の減収となりました。また、営業利益は2,879百万円と前年同期に比べ502百万円（△14.8％）の減 

  益、経常利益は2,483百万円と前年同期に比べ540百万円（△17.9％）の減益、四半期純利益は1,392百万円と前年同 

  期に比べ288百万円（△17.2％）の減益となりました。 

  

  ①運輸業 

   鉄道事業におきましては、平成21年３月の阪神なんば線開業により、当社沿線と大阪ミナミ・奈良方面のアクセス

  が向上したことを受け、同業他社などとの緊密な協力のもと沿線の観光資源をＰＲし相互交流の活性化に努めまし 

  た。また、便利でお得な「奈良・斑鳩１ｄａｙチケット」や「三宮・姫路１ｄａｙチケット」などの各種企画乗車券

  の販売強化に注力いたしました。施設面では、踏切支障報知装置設置工事などの諸工事を行い、安全運行体制のさら

  なる充実をはかりましたほか、お客さまにやさしい駅をめざし、別府駅および滝の茶屋駅においてバリアフリー化工

  事を推進し、明石駅ではバリアフリー化工事の完成と同時に地下商業施設をリニューアルし、「駅」の利便性向上に

  努めました。 

   自動車事業では、一般乗合バスにおいて、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。夜間高速バス神戸・立川線においては、大阪・京都地区を経由する路線変更による新規

  顧客の掘り起こしを行いましたほか、多くのお客さまにご利用いただいている神戸市垂水区内と三宮を結ぶ昼間高速

  バス路線においては大幅な増便を実施し、さらなる収益拡大をはかりました。   

   運輸業全体では、定期旅客は不況による雇用情勢の悪化などにより、また、定期外旅客は新型インフルエンザの影

  響に加え、前年に開催された「姫路菓子博2008」の反動により、それぞれ減少し、外部顧客に対する営業収益は、 

  14,462百万円と前年同期に比べ338百万円（△2.3％）の減収となり、営業利益は1,883百万円と前年同期に比べ323百

  万円（△14.6％）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、「姫路ロフト」を生活

  雑貨の核店舗として導入し、商品力の強化と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いたしま

  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引き続き行い、さらなる集

  客力の向上に努めました。このほか経費面においても徹底した見直しをはかりました。 

   流通業全体では、雑貨部門が好調に推移したものの、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16,881百万円と前年同期に比べ1,737百万円（△9.3％）の減収となり、営業利益は42百万円と前年同期に比

  べ113百万円（△72.7％）の減益となりました。 

  

  ③不動産業 

   不動産業のうち分譲事業におきましては、大阪府門真市において引き続き分譲マンションを販売いたしましたほ 

  か、新たに神戸市須磨区において神戸市住宅供給公社と共同で「エスコート須磨月見山」の建設・販売を開始しまし

  た。賃貸事業におきましては、神戸市垂水区の社有地へ自動車販売店を誘致するなど、事業基盤のさらなる強化をは

  かりました。 

   不動産業全体では、平成21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等にかかる賃料収入

  が寄与したことなどにより、外部顧客に対する営業収益は2,408百万円と前年同期に比べ751百万円（45.3％）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675百万円と前年同期に比べ70百万円（△9.4％）の減益となり

  ました。 

  

  ④レジャー・サービス業 

   レジャー・サービス業におきましては、大阪湾から明石海峡大橋までの美しい夜景を見渡せる須磨浦山上遊園で、

  行楽シーズンの週末を中心に引き続き夜間営業を行いました。また、大正ロマン漂う舞子ホテルでは、定期的にブラ

  イダルフェアを開催しましたほか、結婚情報誌への掲出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・サービス業では、外部顧客に対する営業収益は1,976百万円と前年同期に比べ13百万円（0.7％）の増 

 収となり、営業利益は96百万円と前年同期に比べ5百万円（5.6％）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



  

  ⑤その他の事業 

   その他の事業におきましては、設備の整備業などにおいて新たな顧客の獲得に努めた結果、外部顧客に対する営業

  収益は1,177百万円と前年同期に比べ28百万円（2.5％）の増収となり、営業利益は135百万円と前年同期に比べ2百万

  円（2.2％）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2,588百万円減少し、97,866百万円となりまし 

  た。また、純資産は前連結会計年度末に比べて846百万円増加し、25,108百万円となり、自己資本比率は25.5％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973百万円、受取手形及び売掛金が666百万円、分譲土地建物が 

  554百万円それぞれ減少し、また、土地が477百万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2,132百

  万円、長期借入金が1,957百万円それぞれ減少し、また、長期前受工事負担金が942百万円増加しております。純資産

  の部では、利益剰余金が947百万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11月12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３四半期までの実績及び今後の見通しを勘案し、営業収益49,204百万円（前期

比3.7％減）、営業利益3,302百万円（前期比5.8％増）、経常利益2,777百万円（前期比1.5％増）、当期純利益1,379

百万円（前期比6.7％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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,544 6,517

受取手形及び売掛金 2,512 3,178

有価証券 502 －

商品及び製品 1,346 1,306

分譲土地建物 5,358 5,912

繰延税金資産 478 535

その他 1,579 1,561

貸倒引当金 △56 △3

流動資産合計 17,265 19,008

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,162 33,381

機械装置及び運搬具（純額） 4,335 4,727

土地 18,285 17,808

建設仮勘定 11,973 11,589

その他（純額） 958 1,077

有形固定資産合計 68,715 68,585

無形固定資産 403 476

投資その他の資産   

投資有価証券 2,208 2,722

長期貸付金 31 32

長期前払費用 7,835 8,250

繰延税金資産 223 230

その他 1,210 1,175

貸倒引当金 △28 △28

投資その他の資産合計 11,481 12,383

固定資産合計 80,600 81,445

資産合計 97,866 100,454



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,947 8,079

短期借入金 9,700 9,374

未払法人税等 516 775

賞与引当金 144 82

役員賞与引当金 － 28

商品券等使用引当金 326 323

その他 7,901 7,740

流動負債合計 24,537 26,405

固定負債   

社債 6,000 6,000

長期借入金 19,138 21,095

繰延税金負債 813 856

退職給付引当金 2,020 2,027

長期前受工事負担金 11,950 11,008

受入敷金保証金 6,202 6,320

その他 2,096 2,478

固定負債合計 48,220 49,787

負債合計 72,758 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 7,823 6,876

自己株式 △121 △117

株主資本合計 24,643 23,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 296 402

評価・換算差額等合計 296 402

少数株主持分 168 159

純資産合計 25,108 24,261

負債純資産合計 97,866 100,454



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 38,188 36,906

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 30,160 29,593

販売費及び一般管理費 4,646 4,433

営業費合計 34,807 34,026

営業利益 3,381 2,879

営業外収益   

受取利息 11 14

受取配当金 34 23

持分法による投資利益 0 0

バス補助金 － 80

雑収入 279 271

営業外収益合計 324 390

営業外費用   

支払利息 575 562

雑支出 105 223

営業外費用合計 681 785

経常利益 3,024 2,483

特別利益   

工事負担金等受入額 207 30

固定資産受贈益 － 17

特別利益合計 207 47

特別損失   

工事負担金等圧縮額 207 30

販売用不動産評価損 57 －

固定資産除却損 12 9

投資有価証券評価損 5 44

減損損失 1 6

その他 － 0

特別損失合計 284 91

税金等調整前四半期純利益 2,947 2,440

法人税、住民税及び事業税 1,072 1,017

法人税等調整額 159 19

法人税等合計 1,232 1,037

少数株主利益 33 10

四半期純利益 1,681 1,392



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年12月31日）           （単位：百万円）

  

  

  

当第３四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年12月31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 
   14,800  18,619 1,657  1,962   1,148   38,188     －   38,188 

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
  564   58  341  89  1,147 2,201  (2,201)     － 

計 15,365  18,678   1,998     2,051 2,296  40,390   (2,201)   38,188

  営業利益   2,206 155  745 91  132    3,332   49  3,381 

  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 
   14,462   16,881    2,408   1,976     1,177  36,906     －  36,906 

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
   466  47   314   54  1,183  2,066   (2,066)    － 

計    14,928   16,928   2,722  2,031  2,360  38,972 (2,066)   36,906

  営業利益   1,883    42   675  96   135    2,833  45    2,879 

（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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