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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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）

営業収益 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 ％

24年3月期第1四半期 1,296 △6.6 36 △35.4 25 △45.6 25 △39.3
23年3月期第1四半期 1,388 △3.2 56 47.9 46 66.6 42 31.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 63百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △0百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1.73 ―
23年3月期第1四半期 2.85 ―

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

24年3月期第1四半期 22,947 8,283 36.0 555.78
23年3月期 23,100 8,219 35.5 551.49
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,272百万円 23年3月期  8,208百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

営業収益 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

第2四半期(累計) 2,804 0.7 60 △40.0 40 △46.7 40 △36.5 2.69
通期 5,500 △0.2 110 △49.3 50 △75.4 50 △74.7 3.36



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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いません。 

※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）２ページ「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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 15,000,000 株 23年3月期 15,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 116,058 株 23年3月期 115,583 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 14,884,266 株 23年3月期1Q 14,885,581 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災やこれに伴う電力不足等の影響により一部で経

済活動が停滞し、当社グループを取り巻く環境も厳しい状況で推移いたしました。 

 このような情勢下にありまして、当社グループは鉄道事業を中心に輸送の安全確保を 優先課題とし、営業活動

では様々なイベントの実施や沿線市町・同業他社・観光施設などと連係した積極的な誘客活動を実施し、収益の確

保に努めてまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間の営業収益は1,296百万円、前年同期に比べて6.6％減少いたしました。営業利益は前

年同期比35.4％減の36百万円、経常利益は前年同期比45.6％減の25百万円、四半期純利益は前年同期比39.3％減の

25百万円となりました。  

 セグメントの業績は次のとおりです。 

［鉄道事業］ 

  旅客部門におきましては、収益の向上を図る為、わくわくチャリティーフェスタや沿線市町及び同業他社との共

催ハイキング等を実施しました。しかしながら大震災の影響を受け想定を下回る結果となり定期、定期外収入とも

前年同期に比べて減少いたしました。 

 貨物部門におきましては、前年度後半から続くセメント需要の回復傾向により輸送量は増加いたしました。 

 以上の結果、営業収益は813百万円、営業損失は1百万円となりました。 

［不動産事業］ 

 不動産事業におきましては、小前田駅北西部区画整理地内の土地販売および請負工事などが順調に推移し、営業

収益は前年同期比8.9％増の144百万円、営業利益は78百万円となりました。 

［観光事業］ 

 観光事業におきましては、大震災の影響により想定を下回る結果となり、営業収益は前年同期比27.5％減の68百

万円、営業損失は0百万円となりました。 

［バス事業］ 

 バス事業におきましては、大震災の影響により営業収益は伸び悩み前年同期比31.4％減の88百万円となり、営業

損失は16百万円となりました。 

［その他事業］ 

 その他事業におきましては、営業収益は前年同期比5.6％減の299百万円、営業損失は26百万円となりました 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における財政状態について、総資産は、未収金の減少等により、前連結会計年度末に

比べ153百万円減少し、22,947百万円となりました。  

負債は、支払手形及び買掛金、その他の減少等により、前連結会計年度と比較して216百万円減少し14,663百万

円となりました。 

純資産は、その他有価証券評価差額金の増加等により、8,283百万円となり自己資本比率は36.1％となりまし

た。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年５月13日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の連結業績予想に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 711,851 755,513

受取手形及び売掛金 286,942 276,442

分譲土地建物 393,770 380,340

商品及び製品 32,646 31,787

原材料及び貯蔵品 45,337 48,784

その他 159,525 19,910

貸倒引当金 △4,148 △5,071

流動資産合計 1,625,925 1,507,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,191,105 13,176,600

減価償却累計額 △8,519,501 △8,549,685

建物及び構築物（純額） 4,671,603 4,626,915

機械装置及び運搬具 5,279,960 5,277,400

減価償却累計額 △4,616,721 △4,661,167

機械装置及び運搬具（純額） 663,238 616,232

土地 15,596,531 15,596,531

その他 624,923 629,103

減価償却累計額 △561,919 △571,388

その他（純額） 63,004 57,714

有形固定資産合計 20,994,377 20,897,394

無形固定資産 42,298 40,455

投資その他の資産   

投資有価証券 386,622 450,725

繰延税金資産 1,530 1,485

その他 66,829 66,677

貸倒引当金 △17,228 △17,160

投資その他の資産合計 437,754 501,727

固定資産合計 21,474,429 21,439,577

資産合計 23,100,354 22,947,286



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 242,547 143,803

短期借入金 1,160,980 1,268,000

1年内返済予定の長期借入金 1,140,760 1,214,732

未払法人税等 11,293 3,643

未払消費税等 49,019 46,187

繰延税金負債 235 180

賞与引当金 200,278 112,709

その他 831,329 648,202

流動負債合計 3,636,444 3,437,458

固定負債   

長期借入金 2,954,594 2,923,975

繰延税金負債 110,901 137,065

再評価に係る繰延税金負債 6,080,124 6,080,124

退職給付引当金 1,626,308 1,630,819

特別修繕引当金 80,500 86,050

長期預り金 391,597 368,398

固定負債合計 11,244,026 11,226,434

負債合計 14,880,471 14,663,892

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 22,077 22,077

利益剰余金 △1,243,785 △1,218,064

自己株式 △25,686 △25,774

株主資本合計 △497,394 △471,761

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 165,985 203,911

土地再評価差額金 8,540,084 8,540,084

その他の包括利益累計額合計 8,706,070 8,743,996

少数株主持分 11,207 11,158

純資産合計 8,219,883 8,283,393

負債純資産合計 23,100,354 22,947,286



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 1,388,233 1,296,018

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 970,162 931,658

販売費及び一般管理費 361,623 327,870

営業費合計 1,331,786 1,259,528

営業利益 56,446 36,490

営業外収益   

受取利息 18 5

受取配当金 641 5,903

物品売却益 482 354

土地物件貸付料 1,074 488

その他 14,675 6,511

営業外収益合計 16,892 13,264

営業外費用   

支払利息 24,229 23,234

その他 2,678 1,255

営業外費用合計 26,907 24,489

経常利益 46,431 25,265

特別利益   

固定資産売却益 － 708

工事負担金等受入額 － 20,933

補助金受入額 250 －

特別利益合計 250 21,641

特別損失   

固定資産圧縮損 250 20,933

固定資産売却損 40 －

特別損失合計 290 20,933

税金等調整前四半期純利益 46,391 25,973

法人税、住民税及び事業税 4,090 323

法人税等調整額 △61 △10

法人税等合計 4,029 313

少数株主損益調整前四半期純利益 42,361 25,659

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △60

四半期純利益 42,359 25,720



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 42,361 25,659

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,232 37,938

土地再評価差額金 △12,341 －

その他の包括利益合計 △42,573 37,938

四半期包括利益 △212 63,598

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △205 63,646

少数株主に係る四半期包括利益 △6 △48



該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（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、索道事業、タクシー事

業、卸売・小売業、建設・電気工事業及び旅行業等を含んでおります。 

      ２．セグメント利益の調整額3,587千円は、固定資産未実現損益の消去額224千円、セグメント間取引消

去2,794千円が含まれております。 

      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。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
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

鉄道事業 
不動産
事業 

観光事業 バス事業 計 

営業収益                 

外部顧客

への営業

収益 

 811,649  130,977  93,594  129,659  1,165,880  222,353  1,388,233  －  1,388,233

セグメン
ト間の内
部営業収
益又は振
替高 

 2,324  1,836 315  －  4,476  94,775  99,252  △99,252  －

計  813,974  132,813  93,909  129,659  1,170,356  317,129  1,487,485  △99,252  1,388,233

セグメント

利益又は損

失（△） 

 △28,288  68,145  12,924  14,535  67,316  △14,456  52,859  3,587  56,446



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（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、索道事業、タクシー事

業、卸売・小売業、建設・電気工事業及び旅行業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額2,996千円は、固定資産未実現損益の消去額250千円、セグメント間取引消

去2,745千円が含まれております。 

   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。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

（参考）鉄道事業輸送人員と輸送収入及び貨物トン数と貨物収入  

  

  

  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
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

鉄道事業 
不動産
事業 

観光事業 バス事業 計 

営業収益                 

外部顧客

への営業

収益 

 811,975  143,017  67,964  88,994  1,111,951  184,066  1,296,018  －  1,296,018

セグメン
ト間の内
部営業収
益又は振
替高 

 1,984  1,656  137  5  3,783  115,251  119,034  △119,034  －

計  813,960  144,673  68,101  88,999  1,115,735  299,318  1,415,053  △119,034  1,296,018

セグメント

利益又は損

失（△） 

 △1,954  78,852  △85  △16,984  59,827  △26,333  33,494  2,996  36,490

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

３．補足情報

  
当第1四半期 前第1四半期 

増減率（％） 
連結累計期間 連結累計期間 

 旅 客 人 員 

定   期 千  人      1,485       1,531      △ 3.0

定 期 外 〃         643            741      △ 13.2

計 〃        2,129        2,272       △ 6.3

 貨 物 ト ン 数   千 ト ン         450         342        31.4

 旅 客 収 入 

定   期 百 万 円         211         214       △ 1.5

定 期 外 〃          271        322       △ 15.8

計 〃         482        536       △ 10.1

 貨 物 収 入   〃          266        203        30.6
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