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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 125,356 △1.7 7,690 32.5 4,971 56.8 3,958 455.3
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

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

23年3月期第2四半期 9.27 ―
22年3月期第2四半期 1.68 ―

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

23年3月期第2四半期 547,346 49,913 9.0 116.02
22年3月期 555,696 47,739 8.5 110.86

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  49,532百万円 22年3月期  47,330百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
23年3月期 ― 2.50
23年3月期 

（予想）
― 2.50 5.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 259,780 △3.7 15,150 12.2 9,780 23.2 6,400 △8.9 14.05

RENKETU
新規スタンプ



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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23年３月期の業績予想につきましては、平成22年４月28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様々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、３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 
 平成22年10月19日を払込期日とする公募増資により普通株式55,000,000株を発行しております。また、平成22年11月17日を払込期日とする、オーバーア
ロットメントによる売出しに関連して行われる日興コーディアル証券株式会社を割当先とする第三者割当増資により、8,250,000株を上限とした普通株式の
発行を予定しております。平成23年３月期の連結業績予想に記載の通期の１株当たり当期純利益は、上記公募増資による普通株式55,000,000株の増加
に加え、上記第三者割当増資による8,250,000株がすべて発行される前提で再計算しております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 23年3月期2Q 427,477,495株 22年3月期  427,477,495株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  554,390株 22年3月期  527,681株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 426,933,645株 22年3月期2Q 424,838,297株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費に持ち直しの動きが見え、輸出や生産が増加を続け

るなど改善基調で推移したものの、依然として雇用情勢や所得環境は厳しく、株安や円高傾向が強まったことか

ら、景気の回復は緩やかなものとなりました。 

 このような状況下におきまして、相鉄グループでは鋭意業績の向上に努めました結果、当第２四半期連結累計期

間の営業収益は1,253億５千６百万円（前年同期比1.7％減）、営業利益は76億９千万円（前年同期比32.5％増）、

経常利益は49億７千１百万円（前年同期比56.8％増）、四半期純利益は39億５千８百万円（前年同期比455.3％

増）を計上するにいたりました。 
  
 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、懸案で

ありました当社自動車事業につきましては、当社が自動車事業に関して有していた一切の権利義務を、平成22年10

月１日に当社の100％出資子会社である相鉄バス㈱に会社分割により承継いたしました。これにより、当社は純粋

持株会社への移行が完了いたしました。 

 また、相鉄グループは、今後10年間の「成長戦略ロードマップ」をグループビジョン“Vision100”という形で

平成22年９月30日に公表いたしました。「魅力ある沿線の創造によるブランドの向上」「ブランド力を活かした事

業領域の拡大」を持続的成長のＫＦＳ（Key Factor for Success）として掲げ、相鉄グループの更なる成長に向け

た戦略や目標を描いたものであります。 

 なお、平成22年９月30日に発表いたしました、安定収益基盤を強化するための設備投資資金の調達と同時に強固

な財務基盤の確立を目的とした増資のうち、公募分につきましては、平成22年10月19日に払込が完了いたしまし

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、６月には、バリアフリー化・いずみ野駅改良工事が、７月には、か

しわ台車両センター構内の法面改良工事及び相模大塚駅ホーム上家の改良工事が竣工したほか、三ツ境駅（屋外）

エスカレーター上家の整備が完了いたしました。 

 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㈱との相互直通運転につきましては、現在、本格着工に向けた用地取得及び西谷駅構内の準備工

事等を実施しており、東京急行電鉄㈱との相互直通運転につきましても早期着工に向けた各種取組みを進めており

ます。 

 そのほか、７月17日から11月30日まで、「相鉄スタンプラリー2010」を実施しております。 

 自動車事業では、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など合計13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204億３千５百万円（前年同期比0.4％減）、営業利

益は35億６千７百万円（前年同期比31.5％増）となりました。 
  

ｂ．建設業 

 相鉄建設㈱を中心としており、引き続き厳しい事業環境のなか、営業力の強化や技術力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減少により

83億８千４百万円（前年同期比38.5％減）となり、１億１千５百万円の営業損失（前年同期は２億３千５百万円の

営業利益）となりました。 
  

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、「釜利谷店」（横浜市金沢区）など合計６店舗で改装を実施すると共に、「かしわ台店」

（海老名市）をはじめ17店舗において営業時間を延長し、利便性の向上に努めました。また、大変厳しい経済環境

の中、すべての経費を対象にコスト削減活動に取り組んでおります。 

 相鉄流通サービス㈱及び㈱イストでは、川崎駅前に展開しているＣＤ・ＤＶＤ等レンタルショップを近隣の商業

施設「川崎ＤＩＣＥ（ダイス）」へ移転し、店舗運営の効率化及び利便性の向上を図りました。また、相鉄流通サ

ービス㈱及び㈱ムーンは、８月にカラオケ店舗としては11店舗目となる「カラオケムーン京王八王子店」を新規開

業し事業基盤の拡充を図りました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 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、主に相鉄興産㈱や相鉄ローゼン㈱における減収に

より567億８千２百万円（前年同期比8.5％減）となり、１億８千９百万円の営業損失（前年同期は２億３千１百万

円の営業損失）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、「橋本レジデンス」（神奈川県相模原市）、「グレーシアテ

ラス所沢」（埼玉県所沢市）、「グレーシアガーデン弥生台」（横浜市泉区）等の集合住宅や、早川城山住宅地

（神奈川県綾瀬市）、「ル・アージュ横浜鴨居」（横浜市神奈川区）等の戸建住宅を合計346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・拡充等を進めておりま

すが、５月には、横浜市鶴見区尻手におきまして「相鉄鶴見尻手ビル」が、６月には、相鉄線瀬谷駅（横浜市瀬谷

区）前におきまして「相鉄瀬谷駅北口新ビル」が竣工いたしました。また、横浜駅西口の「相鉄ジョイナス」や

「ザ・ダイヤモンド」をはじめとしたショッピングセンターにおいて、魅力あるテナントを誘致する等、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、主に分譲事業における引渡戸数の増加により

319億６千６百万円（前年同期比26.3％増）、営業利益は42億５千８百万円（前年同期比40.6％増）となりまし

た。 
  

ｅ．その他 

 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等を含めてお

ります。 

 「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、レストラン、チャペル、宴会場

の改装を行ったほか、無料で使えるインターネットコミュニケーションラウンジをオープンする等、集客力や収益

力の向上に努めました。 

 相鉄企業㈱、㈱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してお

りますが、相鉄イン㈱では、４月１日に当社グループのビジネスホテル３号店となる「相鉄フレッサイン横浜戸

塚」（横浜市戸塚区）をオープンいたしました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、たな卸資産の減少、投資その他の資産の減少等により前

連結会計年度末に比べて83億５千万円減少し、5,473億４千６百万円となりました。 

負債は、借入金及び未払金の減少等により105億２千３百万円減少し、4,974億３千３百万円となりました。な

お、有利子負債の残高は、借入金・社債合わせまして3,533億６千１百万円となり、１億７千８百万円減少いたし

ました。 

純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、21億７千３百万円増加し、499億１千３百万

円となりました。なお、自己資本比率は9.0％、１株当たり純資産は116円２銭となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 国内景気は、世界経済の減速と国内政策効果の息切れが重なり、輸出や生産の拡大にブレーキがかかるおそれが

あるほか、円高・株安が企業や家計の心理にマイナスに作用し設備投資と個人消費を下押しするおそれがあるな

ど、先行き不透明な状況でありますが、当第２四半期累計期間の業績等を踏まえ、通期連結業績予想につきまして

は、平成22年４月28日に公表しました数値から一部変更しております。 

 通期連結業績予想につきましては、売上高は2,597億８千万円（前回予想比1.8％減）、営業利益は151億５千万

円（前回予想比0.1％増）、経常利益は97億８千万円（前回予想比5.7％増）、当期純利益は64億円（前回予想比

10.9％増）といたしました。  

 各セグメント別の通期の見通しは12ページ記載の「４．補足情報（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、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更  

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月

31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日)を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ41百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は451百万円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

２．表示方法の変更  

「四半期連結損益計算書関係」 

 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しており

ます。 

  

 前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受託工事事

務費戻入」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記するこ

ととしました。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受託工事事務費戻

入」は109百万円であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,786 8,810

受取手形及び売掛金 16,807 17,547

たな卸資産 51,483 54,892

繰延税金資産 4,643 4,463

その他 10,047 11,307

貸倒引当金 △717 △776

流動資産合計 90,050 96,243

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 188,312 186,674

機械装置及び運搬具（純額） 16,104 17,235

土地 180,703 180,173

建設仮勘定 9,073 9,635

その他（純額） 5,217 5,436

有形固定資産合計 399,412 399,154

無形固定資産   

のれん 3,577 3,738

借地権 1,746 1,746

その他 5,674 6,333

無形固定資産合計 10,999 11,818

投資その他の資産   

投資有価証券 7,990 9,204

長期貸付金 82 85

繰延税金資産 14,579 15,038

その他 25,105 25,441

貸倒引当金 △873 △1,290

投資その他の資産合計 46,884 48,479

固定資産合計 457,296 459,452

資産合計 547,346 555,696
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,265 16,972

短期借入金 105,334 67,119

1年以内償還社債 3,450 13,523

リース債務 521 480

未払法人税等 2,310 2,897

賞与引当金 2,462 2,658

店舗閉鎖損失引当金 51 165

その他の引当金 417 629

資産除去債務 256 －

その他 32,040 39,421

流動負債合計 162,110 143,868

固定負債   

社債 117,620 99,345

長期借入金 126,957 173,553

リース債務 1,289 1,314

繰延税金負債 1,197 1,353

再評価に係る繰延税金負債 32,404 32,425

退職給付引当金 21,139 23,291

長期預り敷金保証金 31,661 31,796

負ののれん － 40

資産除去債務 1,462 －

その他 1,588 967

固定負債合計 335,322 364,088

負債合計 497,433 507,957

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,162 31,162

資本剰余金 22,284 22,284

利益剰余金 2,157 △730

自己株式 △218 △208

株主資本合計 55,385 52,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,720 2,419

土地再評価差額金 △7,573 △7,597

評価・換算差額等合計 △5,852 △5,177

少数株主持分 380 409

純資産合計 49,913 47,739

負債純資産合計 547,346 555,696
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益 127,574 125,356

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 98,861 95,625

販売費及び一般管理費 22,907 22,039

営業費合計 121,768 117,665

営業利益 5,805 7,690

営業外収益   

受取利息 61 56

受取配当金 103 126

負ののれん償却額 40 40

受託工事事務費戻入 － 143

デリバティブ評価益 218 －

雑収入 267 212

営業外収益合計 692 579

営業外費用   

支払利息 3,143 3,073

雑支出 184 225

営業外費用合計 3,327 3,299

経常利益 3,171 4,971

特別利益   

固定資産売却益 12 6

投資有価証券売却益 1 1,010

工事負担金等受入額 0 3

補助金 11 5

貸倒引当金戻入額 243 336

店舗閉鎖損失引当金戻入額 103 －

移転補償金 － 462

退職給付制度改定益 － 130

退職給付過去勤務債務等償却額 － 842

その他 16 87

特別利益合計 387 2,886
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別損失   

前期損益修正損 275 －

固定資産売却損 41 0

固定資産除却損 231 321

固定資産圧縮損 9 61

投資有価証券評価損 79 25

減損損失 117 20

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 7

バスカード精算額 － 250

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 409

その他 39 9

特別損失合計 794 1,107

税金等調整前四半期純利益 2,764 6,749

法人税、住民税及び事業税 2,294 2,212

法人税等調整額 △243 601

法人税等合計 2,050 2,814

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,935

少数株主利益 0 △22

四半期純利益 712 3,958
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該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

（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。 

（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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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。 

  

〔海外売上高〕  

前第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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
前第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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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 当社グループは、鉄道事業を中心に沿線地域の暮らしに密着した様々な事業を展開しております。したがって

当社グループでは、その事業内容に基づき「運輸業」、「建設業」、「流通業」、「不動産業」を報告セグメン

トとしております。 

 「運輸業」は鉄道事業及び自動車事業を中心に行っております。「建設業」は土木建築工事の設計・施工請負

を中心に行っております。「流通業」はスーパーマーケット業、砂利類販売業を中心に行っております。「不動

産業」は不動産分譲業及び不動産賃貸業を中心に行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビルメンテナンス業、ホテル業及び

広告代理業等の事業を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３

月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  運輸業 建設業 流通業 不動産業 
その他 

(注1) 
合計 

調整額 
（注2） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注3）

営業収益                 

(1) 外部顧客への営

業収益 
 19,742  6,100  56,171  30,378  12,962  125,356     ―  125,356

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 692  2,284  610  1,588  4,793  9,969 (9,969)     ― 

計  20,435  8,384  56,782  31,966  17,756  135,325 (9,969)  125,356

セグメント利益   3,567  △115  △189  4,258  △47  7,472  218  7,690

（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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重要な後発事象に関する注記  

 平成22年９月30日開催の取締役会決議に基づき、新株式発行及び当社株式の売出しを実施いたしました。新株

式発行及び当社株式の売出しの概要は以下のとおりです。 

  

①募集による新株式発行 

募集等の方法                一般募集 

発行する株式の種類及び数         普通株式               55,000,000株 

発行価格                  １株につき                  252円 

発行価格の総額                             13,860,000,000円 

払込金額                １株につき                 241.6円 

払込金額の総額                             13,288,000,000円 

資本組入額の総額                            6,644,000,000円  

払込期日                                平成22年10月19日  

  

②オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資 

 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成22年９月30日開催の取締役会において、日

興コーディアル証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式の新規発行を決議しておりま

す。  

  

発行する株式の種類及び数         普通株式        (上限) 8,250,000株 

払込金額                  １株につき               241.6円 

申込期日                              平成22年11月16日 

払込期日                              平成22年11月17日 

  

 ただし、申込期日及び払込期日が到来していないため、発行する株式の数及び払込金額の総額等は現時点で未

定です。 

  

③資金の使途 

 全額を設備投資資金に充当する予定です。 

  

（６）その他注記情報
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（１）セグメント別概況  

  

  

４．補足情報

（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21年４月１日 

  至 平成21年９月30日) 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22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 20,515 20,435  △79 △0.4

建設業 13,623 8,384  △5,238 △ 38.5

流通業 62,053 56,782  △5,270 △ 8.5

不動産業 25,316 31,966  6,649 26.3

その他 19,141 17,756  △1,385 △ 7.2

消 去 △13,075 △9,969  3,105     ―

合計 127,574 125,356  △2,218 △1.7

         

営 業 利 益        

運輸業 2,713 3,567  854 31.5

建設業 235 △115  △351     ―

流通業 △231 △189  41 ―

不動産業 3,028 4,258  1,229 40.6

その他 141 △47  △189 ―

消 去 △82 218  300 ―

合計 5,805 7,690  1,884 32.5

（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21年４月１日 

  至 平成22年３月31日) 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成23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 40,511 40,110  △401 △1.0

建設業 26,726 20,410  △6,316 △23.6

流通業 120,555 114,810  △5,745 △4.8

不動産業 69,415 67,720  △1,695 △2.4

その他 38,467 37,780  △687 △1.8

消 去 △25,835 △21,050  4,785 ―

合計 269,841 259,780  △10,061 △3.7

         

営 業 利 益        

運輸業 5,187 6,000  812 15.7

建設業 △79 △150  △70     ―

流通業 △122 △310  △187 ―

不動産業 8,105 9,040  934 11.5

その他 466 300  △166 △35.7

消 去 △51 270  321     ―

合計 13,505 15,150  1,644 12.2
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（２）鉄道旅客輸送人員及び収入内訳 

  

  

  

前第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) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日) 

増減率 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日

  至 平成22年３月31日)

 輸 送 人 員 千人 千人 ％ 千人

定  期  外 41,483   40,803   △1.6   82,237  

定     期 74,930   75,394   0.6   145,919  

計 116,414   116,197   △0.2   228,156  

 旅 客 収 入 百万円 百万円 ％ 百万円

定  期  外 8,080   7,950   △1.6   16,031  

定     期 7,812   7,837   0.3   15,335  

計 15,892   15,787   △0.7   31,366  
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