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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 78,753 △11.2 4,364 13.4 3,737 12.1 1,925 11.8
21年3月期第3四半期 88,645 ― 3,848 ― 3,332 ― 1,722 ―

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 31.00 ―

21年3月期第3四半期 27.55 ―

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 139,361 26,875 17.6 395.20
21年3月期 141,765 25,451 16.3 372.70

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  24,541百万円 21年3月期  23,146百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ― 2.50 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 5.00

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  無  
 

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 109,300 △4.8 4,230 △1.5 3,260 △8.4 1,690 0.9 27.21
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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  無  

(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 

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年４月28日公表の業績予想と変更ありません。なお、上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づ
き作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。 

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 63,000,000株 21年3月期  63,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  901,242株 21年3月期  895,804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 62,101,666株 21年3月期第3四半期 62,527,000株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や政府の経済対策効果などにより景気持
ち直しの動きが見られたものの、円高の進行や物価下落の影響を受け、企業収益の減少や雇用情勢の悪化
が続くなど、景気の本格回復の見込みは、依然として不透明な状況で推移いたしました。 
このような状況のもと、当社グループ各社は各部門において積極的な増収策を図るとともに、経費の節

減ならびに経営全般の効率化に取り組んでまいりました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は787
億５千３百万円（前年同期比11.2％減）、営業利益は43億６千４百万円（前年同期比13.4％増）、経常利
益は37億３千７百万円（前年同期比12.1％増）、四半期純利益は19億２千５百万円（前年同期比11.8％
増）となりました。  
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 
  

（一般旅客自動車運送事業） 
 乗合業においては、４月に新規運行を開始した古淵駅～女子美術大学線を10月より増便するとともに、
11月から平塚駅～湘南めぐみが丘線などにおいて、主に終車時刻の延長を行い増収に努めました。また、
小田急電鉄株式会社と連携して実施している「バス・鉄道運行情報システム」を12月より座間・秦野地区
に拡大し、利便性の向上を図りました。しかしながら、景気低迷による利用客数の減少などにより減収と
なりました。 
貸切業においては、新型インフルエンザの影響などにより稼動が減少し、減収となりました。 
乗用業においては、11月から神奈中タクシーグループ協働による「ご乗車感謝キャンペーン」を実施

し、新規顧客の獲得やタクシー利用の促進に努めるとともに、経費の削減を行ったことにより増益となり
ました。 
以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は442億２千２百万円（前年同期比4.9％減）となり

ましたが、燃料費の減少などにより、営業利益は17億４千９百万円（前年同期比51.5％増）となりまし
た。  
  

（不動産事業） 
 分譲業においては、大磯町石神台や平塚市めぐみが丘にて７棟の建売分譲および２区画の宅地分譲を行
いました。 
 賃貸業においては、６月に世田谷区北沢所在の商業ビルを取得し賃貸を開始したことや、前期より賃貸
を開始した町田市森野貸店舗および座間市ひばりが丘貸店舗が通期寄与いたしました。 
以上の結果、不動産事業全体の売上高は35億２千１百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益は15億３

千万円（前年同期比12.0％増）となりました。 
  

（自動車販売事業） 
 自動車販売事業においては、需要の低迷や企業の設備投資の抑制などにより、輸入車および商用車の販
売が大幅に減少いたしましたが、経費の削減などにより収支の改善が図られました。 
以上の結果、自動車販売事業全体の売上高は114億７百万円（前年同期比34.4％減）、営業利益は１億

３千万円（前年同期は営業損失１千１百万円）となりました。 
  

（レジャー・スポーツ事業） 
 遊技場業においては、各種イベントの開催や多様な施策を実施し、集客力の向上を図り増収となりまし
た。 
温浴業においては、11月より「野天湯元・湯快爽快たや店」にて露天風呂をすべて源泉に変えるリニュ

ーアルなどを実施いたしましたが、利用客数が伸び悩んだことにより減収となりました。 
このほか、ゴルフ場業、スポーツ施設業においては、積極的な営業活動を推進いたしましたが、個人消

費の低迷により減収となりました。 
以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は82億４千２百万円（前年同期比3.3％増）、営業

利益は３億８千３百万円（前年同期比20.2％増）となりました。 
  

（流通事業） 
 流通事業においては、前年同期に比べ燃料販売単価の下落および取扱量が減少したことにより減収とな
りました。 
以上の結果、流通事業全体の売上高は61億９千５百万円（前年同期比32.9％減）、営業利益は１億４千

２百万円（前年同期比44.3％減）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
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（その他の事業） 
 飲食・娯楽業においては、12月に「ドトールコーヒーショップ相模原駅前店」のリニューアルを行うな
ど、顧客満足度の向上に努めました。また、「ＴＳＵＴＡＹＡ」をはじめとする各店舗において、各種キ
ャンペーンを実施し集客および販売の強化に努めましたが、個人消費の低迷により減収となりました。 
ホテル業においては、ホテル内施設の改装を行うとともに宿泊プランの拡充を図りましたが、景気低迷

や競合施設の進出により宿泊客数や宴会需要が減少し減収となりました。 
その他の事業においては、商用車架装の大幅な受注減や、クリーニング店における不採算店舗の閉店な

どにより減収となりました。 
以上の結果、その他の事業全体の売上高は124億８千万円（前年同期比12.8％減）、営業利益は５億１

千万円（前年同期比43.5％減）となりました。 
  
  

① 財政状態の変動状況 
総資産は、不動産事業におけるたな卸資産や投資有価証券の時価評価額が減少したことなどにより、

前期末に比べ24億３百万円減少し、1,393億６千１百万円となりました。 
負債は、借入金の返済が進んだことなどにより、前期末に比べ38億２千７百万円減少し、1,124億８

千６百万円となりました。 
また、純資産は、その他有価証券評価差額金の減少がありましたが、利益剰余金が増加したことなど

により、前期末に比べ14億２千３百万円増加し、268億７千５百万円となりました。 
  

② キャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益34億２千６百万円に減価償却費62

億２千６百万円などを加減した結果、資金収入は91億９千４百万円となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出50億１千２百万円などにより、資

金支出は55億５千４百万円となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や社債の償還などにより、資金支出は40億４千

１百万円となりました。 
 これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、30億６千６百万円となりました。 

  
  

今後の見通しにつきましては、一般旅客自動車運送事業などにおいて、引き続き景気低迷などの影響
を受けて減収を見込んでおりますが、燃料費が比較的落ち着いていることや経費の節減などにより、通
期の連結業績予想につきましては、現時点において平成21年４月28日発表の数値から修正しておりませ
ん。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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
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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 3,276 3,658

受取手形及び売掛金 5,387 5,424

商品及び製品 3,608 3,820

仕掛品 1 6

原材料及び貯蔵品 447 505

その他 2,866 2,875

貸倒引当金 △66 △80

流動資産合計 15,522 16,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 73,274 72,772

車両運搬具 34,869 34,657

土地 59,393 57,920

その他 15,006 14,316

減価償却累計額 △74,960 △70,778

有形固定資産合計 107,583 108,888

無形固定資産 779 702

投資その他の資産   

投資有価証券 11,705 12,100

その他 3,817 3,990

貸倒引当金 △45 △127

投資その他の資産合計 15,476 15,963

固定資産合計 123,839 125,554

資産合計 139,361 141,765

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,897 4,497

短期借入金 38,124 31,225

未払法人税等 304 460

賞与引当金 998 1,875

その他 15,637 14,925

流動負債合計 59,962 52,984

固定負債   

社債 3,323 4,955

長期借入金 25,627 33,605

退職給付引当金 7,526 8,048

役員退職慰労引当金 97 116

負ののれん 33 47

その他 15,916 16,555

固定負債合計 52,523 63,329

負債合計 112,486 116,313
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,160 3,160

資本剰余金 693 693

利益剰余金 20,240 18,626

自己株式 △505 △502

株主資本合計 23,588 21,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 913 1,160

繰延ヘッジ損益 39 8

評価・換算差額等合計 952 1,169

少数株主持分 2,333 2,305

純資産合計 26,875 25,451

負債純資産合計 139,361 141,765
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(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) 

売上高   

一般旅客自動車運送事業営業収益 46,288 44,035

不動産事業売上高 3,275 3,515

その他の事業売上高 39,082 31,203

売上高合計 88,645 78,753

売上原価   

一般旅客自動車運送事業運送費 40,756 38,273

不動産事業売上原価 1,382 1,491

その他の事業売上原価 30,062 23,143

売上原価合計 72,201 62,908

売上総利益 16,444 15,845

販売費及び一般管理費   

販売費 8,418 7,733

一般管理費 4,177 3,746

販売費及び一般管理費合計 12,595 11,480

営業利益 3,848 4,364

営業外収益   

受取配当金 176 164

その他 334 223

営業外収益合計 510 387

営業外費用   

支払利息 952 925

その他 73 89

営業外費用合計 1,026 1,015

経常利益 3,332 3,737

特別利益   

補助金収入 57 198

受取補償金 － 62

貸倒引当金戻入額 73 －

その他 9 38

特別利益合計 140 299

特別損失   

固定資産除却損 194 235

固定資産圧縮損 － 183

たな卸資産評価損 118 －

その他 106 191

特別損失合計 420 610

税金等調整前四半期純利益 3,052 3,426

法人税、住民税及び事業税 580 569

法人税等調整額 676 896

法人税等合計 1,256 1,465

少数株主利益 73 35

四半期純利益 1,722 1,925
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,052 3,426

減価償却費 6,440 6,226

負ののれん償却額 △16 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） △584 △521

賞与引当金の増減額（△は減少） △937 △877

貸倒引当金の増減額（△は減少） △62 △94

受取利息及び受取配当金 △196 △171

支払利息 952 925

固定資産圧縮損 54 183

固定資産除売却損益（△は益） 148 170

売上債権の増減額（△は増加） 1,060 36

たな卸資産の増減額（△は増加） 264 245

仕入債務の増減額（△は減少） △1,453 400

未払消費税等の増減額（△は減少） 231 166

預り保証金の増減額（△は減少） △92 △525

その他 50 1,060

小計 8,912 10,636

利息及び配当金の受取額 194 171

利息の支払額 △863 △846

法人税等の支払額 △513 △766

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,729 9,194

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △147 △164

定期預金の払戻による収入 147 144

固定資産の取得による支出 △4,249 △5,012

固定資産の売却による収入 203 54

投資有価証券の取得による支出 △227 △62

投資有価証券の売却による収入 0 28

貸付けによる支出 △377 △981

貸付金の回収による収入 529 439

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,122 △5,554

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 905 1,104

リース債務の返済による支出 △1,152 △941

長期借入れによる収入 6,260 2,810

長期借入金の返済による支出 △8,374 △4,994

社債の償還による支出 △1,585 △1,704

自己株式の売却による収入 6 －

自己株式の取得による支出 △293 △2

配当金の支払額 △311 △308

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,549 △4,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △942 △401

現金及び現金同等物の期首残高 4,099 3,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,156 3,066
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該当事項はありません。 

  

  

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） 

 
  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

一般旅客 

自動車 

運送事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

自動車 

販売事業 

(百万円)

レジャー・

スポーツ 

事業 

(百万円)

流通事業 

(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)

売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
46,288 3,275 15,310 7,943 3,362 12,465 88,645 ― 88,645

 (2) セグメント間 

   の内部売上高 

   又は振替高
189 7 2,087 37 5,876 1,852 10,050 (10,050) ―

計 46,477 3,282 17,398 7,981 9,239 14,318 98,696 (10,050) 88,645

営業利益 

又は営業損失(△)
1,154 1,366 △11 319 255 903 3,988 (   139) 3,848

一般旅客 

自動車 

運送事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

自動車 

販売事業 

(百万円)

レジャー・

スポーツ 

事業 

(百万円)

流通事業 

(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)

売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
44,035 3,515 9,957 8,195 2,448 10,602 78,753 ― 78,753

 (2) セグメント間 

   の内部売上高 

   又は振替高
187 6 1,450 46 3,747 1,877 7,315 (7,315) ―

計 44,222 3,521 11,407 8,242 6,195 12,480 86,069 (7,315) 78,753

営業利益 

又は営業損失(△)
1,749 1,530 130 383 142 510 4,447 (   83) 4,364

(6) 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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