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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 24,112 △3.0 2,218 8.5 2,040 17.1 977 4.8
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

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 8.79 ―
22年3月期第2四半期 8.38 ―

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 98,155 25,712 26.0 229.18
22年3月期 100,154 25,072 24.8 223.43

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  25,487百万円 22年3月期  24,849百万円

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
23年3月期 ― 2.00
23年3月期 

（予想）
― 2.00 4.00

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 48,800 △1.4 3,136 △10.7 2,618 △13.0 1,235 2.1 11.11



(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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 111,652,992株 22年3月期  111,652,992株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  442,195株 22年3月期  436,311株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 111,214,423株 22年3月期2Q 111,228,693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、依然として続くデフレ環境のなか個人消費は停滞し、雇用情

勢において回復の兆しが見られないほか、急速な円高・株安の進行による企業業績の下振りが懸念されるなど、景

気全体としては先行き不透明感が広がるなかで推移いたしました。 

 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通によって利便性が向上した鉄道ネットワークを活

かし、沿線内外の自治体や観光協会等との協力を通じて、積極的に観光資源をＰＲして旅客誘致に努めましたほ

か、山陽百貨店においては日常利用の多い部門を中心に新規店舗を導入するなど、グループ全体でのさらなる収益

拡大をはかりました。 

 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24,112百万円と前年同期に比べ752百万

円（△3.0％）減収となったものの、経費削減に努めた結果、営業利益は2,218百万円と前年同期に比べ174百万円

（8.5％）の増益、経常利益は2,040百万円と前年同期に比べ298百万円（17.1％）の増益、四半期純利益は977百万

円と前年同期に比べ45百万円（4.8％）の増益となりました。 

  

①運輸業 

 運輸業におきましては、鉄道事業では、平城遷都1300年祭にあわせて奈良への観光キャンペーンを行うととも

に、「せんとくん平城京１日電車乗車券」などの行楽に便利な企画乗車券を積極的に販売して増収をはかりまし

た。また、明石・姫路の観光資源を観光協会等と協力してＰＲするなど、当社沿線への観光需要の掘り起こしにも

努めました。施設面では、踏切支障報知装置設置工事をはじめとした安全対策工事を実施しましたほか、お客さま

にやさしい駅にするために、滝の茶屋駅、高砂駅および荒井駅においてバリアフリー化工事に取り組みました。ま

た、兵庫県および明石市と協力して進めている明石川～林崎松江海岸駅間での第２期明石市内連続立体交差事業に

おいては、仮線路等の敷設工事を進めるなかで、本年４月10日から西新町駅で仮駅舎による営業を開始しました。

自動車事業では、一般乗合バスで引き続きノンステップ車両をはじめとする低床車両への更新を進めるととも

に、お客さまの利用動向にあわせたダイヤ改正や停留所新設を行うなど旅客サービスの充実をはかりました。ま

た、夏休み期間中には明石市の観光スポットや文化施設等をめぐる明石市都心循環バス運行のほか、企業や学校の

送迎バス運行の新規受注などさらなる増収に努めました。 

    運輸業全体では、鉄道事業において前年に発生した新型インフルエンザの反動があったものの、雇用情勢の低迷

   や猛暑による出控え等の影響により、外部顧客に対する営業収益は9,697百万円と前年同期に比べ32百円 

   （△0.3％）の減収となりとなりましたが、経費の圧縮等により、営業利益は1,475百万円と前年同期に比べ105百 

   万円（7.7％）の増益となりました。  

  

  ②流通業 

流通業につきましては、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、日々のご利用が多い

食料品や生活雑貨部門を中心に新規店舗の導入を行い、幅広い年齢層のお客さまに繰り返しご来店いただける店づ

くりに取り組みました。また、「北海道大物産展」などの人気の催事を本年も開催しましたほか、夏期には屋上で

本格的ビアガーデン『トロピカルビア・リゾート「フルフル」』をオープンさせるなど新たな試みを通じて、集客

力の向上をはかりました。さらに経費面においても徹底した削減を進め、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、個人消費の伸び悩み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11,066百万円と前年同期に比べ321百万円（△2.8％）の減収となりまし 

  たが、経費の圧縮等により、営業利益は92百万円と前年同期に比べ41百万円（80.0％）の増益となりました。 

  

  ③不動産業 

不動産業のうち分譲事業におきましては、神戸市須磨区月見山地区での「エスコート須磨月見山」および大阪

府吹田市での「ザ・千里ガーデンズ」の建設・販売を進めました。賃貸事業におきましては、明石市西二見地区に

おいて沿線企業向けの共同住宅の建設や 医療モールの誘致に取り組みましたほか、神戸市垂水区狩口台地区での

介護付有料老人ホームの建設を進めるなど、収益基盤のさらなる強化をはかりました。 

   不動産業全体の営業収益につきましては、本年３月に取得したＪＲ尼崎駅前の賃貸マンション「エス・キュート

  尼崎」などによる増収があったものの、不動産分譲の規模が前年を下回ったことから、外部顧客に対する営業収益

  は1,459百万円と前年同期に比べ225百万円（△13.4％）の減収となりました。また、売上原価の減少等により、営

  業利益は498百万円と前年同期に比べ74百万円（17.6％）の増益となりました。 

  

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  ④レジャー・サービス業 

レジャー・サービス業につきましては、大阪から明石に至る風光明媚な景色を眼下に一望できる須磨浦山上遊

園で週末を中心に引き続き夜間営業を行いましたほか、夏の週末を中心に、幽玄の世界に浸れる「筑前琵琶のしら

べ」を回転展望閣で開催するなど、豊かな自然と歴史に親しんでいただけるよう、さらなる集客に努めました。ま

た、大正年間に建築された舞子ホテルで、四季折々の美しさが映える日本庭園での邸宅ウエディングを積極的にＰ

Ｒいたしましたほか、地元の旬食材にこだわったイタリアンを多くのお客さまにお楽しみいただくなど、収益拡大

に力を注ぎました。 

   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1,296百万円と前年同期に比べ19百万円 

  （△1.5％）の減収となり、営業利益は26百万円と前年同期に比べ27百万円（△50.7％）の減益となりました。  

  

  ⑤その他の事業 

   一般労働者派遣業、設備の整備業などの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592百万円と前年同期に比べ152百万円（△20.5％）の減収となり、営業利益は99百万

  円と前年同期に比べ6百万円（△6.5％）の減益となりました。 

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 第2四半期の総資産は、前期末に比べて1,998百万円減少し、98,155百万円となりました。また、純資産は前期末

に比べて640百万円増加し、25,712百万円となり、自己資本比率は26.0％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982百万円、受取手形及び売掛金が592百万円、建物及び構築物

が583百万円それぞれ減少し、また、分譲土地建物が591百万円、建設仮勘定が324百万円それぞれ増加しておりま

す。負債の部では支払手形及び買掛金が1,204百万円、長期借入金が2,566百万円それぞれ減少し、また、長期前受

工事負担金が774百万円増加しております。純資産の部では、利益剰余金が755百万円増加しております。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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22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48,800百万円（前

期比1.4％減）、営業利益3,136百万円（前期比10.7％減）、経常利益2,618百万円（前期比13.0％減）、当期純利

益1,235百万円（前期比2.1％増）を見込んでおります。  

  

  

（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 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 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、経常利益はそれぞれ1百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は182百万円減少

しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は201百万円であります。  

  

２．その他の情報



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 5,247 6,230

受取手形及び売掛金 2,323 2,916

有価証券 500 501

商品及び製品 1,059 1,098

分譲土地建物 5,847 5,256

繰延税金資産 498 528

その他 1,050 1,264

貸倒引当金 △41 △54

流動資産合計 16,487 17,744

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,183 33,766

機械装置及び運搬具（純額） 4,094 4,294

土地 18,675 18,488

建設仮勘定 13,275 12,951

その他（純額） 804 915

有形固定資産合計 70,033 70,416

無形固定資産 361 385

投資その他の資産   

投資有価証券 2,258 2,338

長期貸付金 40 33

長期前払費用 7,545 7,799

繰延税金資産 261 264

その他 1,185 1,191

貸倒引当金 △17 △18

投資その他の資産合計 11,274 11,608

固定資産合計 81,668 82,409

資産合計 98,155 100,154



（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 4,787 5,992

短期借入金 9,352 9,229

未払法人税等 948 590

賞与引当金 83 88

役員賞与引当金 － 29

商品券等使用引当金 331 333

事業構造改善引当金 266 266

その他 7,842 7,673

流動負債合計 23,612 24,204

固定負債   

社債 6,000 6,000

長期借入金 19,169 21,736

繰延税金負債 640 792

退職給付引当金 1,994 2,004

事業構造改善引当金 397 397

長期前受工事負担金 12,912 12,137

受入敷金保証金 6,002 6,142

その他 1,712 1,665

固定負債合計 48,830 50,877

負債合計 72,443 75,081

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 8,396 7,641

自己株式 △124 △122

株主資本合計 25,212 24,459

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 274 389

評価・換算差額等合計 274 389

少数株主持分 224 222

純資産合計 25,712 25,072

負債純資産合計 98,155 100,154



（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 24,864 24,112

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 19,767 19,083

販売費及び一般管理費 3,052 2,809

営業費合計 22,820 21,893

営業利益 2,043 2,218

営業外収益   

受取利息 10 7

受取配当金 16 25

持分法による投資利益 0 －

雑収入 230 265

営業外収益合計 257 298

営業外費用   

支払利息 379 346

持分法による投資損失 － 0

雑支出 179 128

営業外費用合計 558 475

経常利益 1,742 2,040

特別利益   

固定資産受贈益 15 12

特別利益合計 15 12

特別損失   

減損損失 6 3

固定資産除却損 3 8

投資有価証券評価損 44 63

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 181

その他 0 －

特別損失合計 54 256

税金等調整前四半期純利益 1,703 1,797

法人税、住民税及び事業税 713 907

法人税等調整額 47 △91

法人税等合計 760 816

少数株主損益調整前四半期純利益 － 981

少数株主利益 10 3

四半期純利益 932 977



 該当事項はありません。  

  

  

 〔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（平成21年4月1日～平成21年9月30日）           （単位：百万円） 

   

  〔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はじめとする運輸業、百貨店業をはじめとする流通業を中心に、不動産、レジャ

  ー・サービスなど沿線の活性化につながる各種事業を多角的に営んでおります。   

   当社グループは、上記の事業内容を基礎とした事業の種類別セグメントから構成されており、「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」の５つを報告セグメントとしてお

  ります。  

   各報告セグメントにおける各事業区分の事業内容は、以下のとおりであります。 

    運輸業・・・・・・・・・・鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。 

    流通業・・・・・・・・・・百貨店業を中心に商品の販売等を行っております。 

    不動産業・・・・・・・・・建物及び土地の賃貸・販売等を行っております。 

    レジャー・サービス業・・・遊園事業、飲食業等を行っております。 

    その他の事業・・・・・・・設備の保守・整備・工事業、一般労働者派遣業等、会社運営をサポートする

                 事業を行っております。  

  

  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（平成22年4月1日～平成22年9月30日）           （単位：百万円） 

     （注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去25百万円であります。 

        ２．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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 
    9,730    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

  
  

報告セグメント  

調整額
（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注２）

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 

  営業収益                 

(1）外部顧客に対する営業収

益 
    9,697  11,066   1,459    1,296   592   24,112     －   24,112 

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
    221   34    200   34    917  1,408 △1,408     － 

計   9,919   11,100     1,659  1,330  1,510    25,520   △1,408   24,112 

  セグメント利益   1,475    92   498   26   99    2,192       25    2,218 



  

     （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。  

  

  

（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 22 年第２四半期 平成 21 年第２四半期 増減率 平成 22 年第２四半期 平成 21 年第２四半期 増減率 

 千円 千円  千人 千人  
定 期 外 3,599,743 3,624,162 △0.7 14,506 14,549 △0.3
   
 第 1 種 3,151,052 3,172,605 △0.7 10,652 10,677 △0.2
   
 第 2 種 448,691 451,557 △0.6 3,853 3,871 △0.5
   
   
定 期 3,081,412 3,114,234 △1.1 21,416 21,561 △0.7
   
 第 1 種 2,772,682 2,798,433 △0.9 16,712 16,771 △0.4
   
 第 2 種 308,730 315,800 △2.2 4,703 4,789 △1.8
   
   

計 6,681,156 6,738,397 △0.8 35,922 36,111 △0.5
   
 第 1 種 5,923,734 5,971,039 △0.8 27,365 27,449 △0.3
   
 第 2 種 757,421 767,357 △1.3 8,557 8,661 △1.2
   
（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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