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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第２四半期  9,909  1.3  1,760  △2.9  1,654  △3.7  999  △5.6

25年３月期第２四半期  9,784  0.4  1,813  4.9  1,718  5.9  1,058  8.5

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 1,085百万円（ ％） △8.7   25年３月期第２四半期 1,188百万円 （ ％） 10.2

  
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 

26年３月期第２四半期  18.19  －

25年３月期第２四半期  19.26  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  66,799  29,856  44.7

25年３月期  66,908  28,918  43.2

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 29,856百万円   25年３月期 28,918百万円 

  
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 

25年３月期  － 2.50 － 2.50  5.00

26年３月期  － 2.50     

26年３月期（予想）     － 2.50  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  19,556  0.3  2,865  △6.0  2,827  △5.6  1,616  △9.6  29.43

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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） 26年３月期２Ｑ 55,116,142株 25年３月期 55,116,142株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 203,593株 25年３月期 177,525株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 54,927,964株 25年３月期２Ｑ 54,941,526株

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－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連結財務諸表のレビュ－手続は終了していません。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想に関する事項については、[添付資料]３ペ－ジ「１．当

四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。



（参考）  
 平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

  

  

  （％表示は、対前期増減率）

  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 14,992 △0.5 2,539 △7.6 2,452 △7.9 1,369 △13.1 24.94 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、経済対策及び金融政策の期待や効果による円安・株高等を背景に、

緩やかな持ち直しの動きがみられたものの、海外景気の下振れ懸念やエネルギー価格の上昇など、依然として先行

き不透明なまま推移いたしました。 

 このような状況のもとで、当社グループでは安全管理体制のさらなる充実を根幹とし、引き続き全事業において

積極的な営業活動を展開するとともに経営基盤の強化並びに効率化に努めました。 

 その結果、営業収益は9,909百万円（前年同期比1.3％増 125百万円）、営業利益は1,760百万円（前年同期比

2.9％減 53百万円）、経常利益は1,654百万円（前年同期比3.7％減 64百万円）、四半期純利益は999百万円（前

年同期比5.6％減 58百万円）となりました。 

 これをセグメントごとに示すと次のとおりであります。 

  

運輸業 

 鉄道事業では、安全輸送確保の取り組みとして、軌道設備の強化改良工事をすすめ、保安度向上に努めました

ほか、踏切事故防止を図るため、諸施設の新設・更新工事を実施いたしました。 

 また、上本郷駅及び三咲駅に遠隔監視システムの導入をすすめ、駅業務の効率化を図りました。鎌ケ谷市内の

連続立体交差化工事につきましては、引き続き早期完成を目指し工事をすすめております。 

 営業面につきましては、沿線健康ハイキングを実施しましたのをはじめ、千葉ロッテマリーンズや千葉テレビ

とのコラボレーションによるラッピング電車の運行を行いましたほか、行楽施設の前売券や企画乗車券等の発売

を行い、旅客誘致並びに増収対策に努めました。 

 バス事業の一般乗合輸送につきましては、船橋新京成バス株式会社が東京方面から船橋駅・北習志野駅方面へ

の深夜急行バスの運行を開始しましたほか、船橋新京成バス株式会社及び松戸新京成バス株式会社が利便性の向

上を図るため、ダイヤ改正を行いました。 

 貸切輸送につきましては、安全の確保に向けた取り組みとして「平成25年度貸切バス事業者安全性評価認定制

度」の認定を受けましたほか、船橋新京成バス株式会社及び松戸新京成バス株式会社が送迎輸送を受注し、安定

収入の確保に努めました。 

 以上の結果、営業収益は8,070百万円（前年同期比2.1％増 164百万円）となりましたものの、営業利益は動

力費等が増加したこともあり934百万円（前年同期比8.8％減 90百万円）となりました。 

  

不動産業 

 不動産賃貸業では、空室へのテナント誘致を積極的に行い物件稼働率の向上に努めましたほか、賃貸施設の保

全工事を実施いたしました。 

 以上の結果、営業収益は1,561百万円（前年同期比1.7％減 27百万円）となりましたものの、営業利益は793

百万円（前年同期比4.0％増 30百万円）となりました。 

  

その他 

  その他（駅売店業等）の営業収益は357百万円(前年同期比5.0％減 18百万円)となりましたものの、営業利益

は18百万円(前年同期比55.4％増 ６百万円)となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は、建設仮勘定、現金及び預金の増加等がありましたものの、減価

償却による有形固定資産の減少等により前連結会計年度末に比べ109百万円（前期比0.2％減）減少し、66,799百万

円となりました。  

 負債は、前受金の増加等がありましたものの、未払金、長期借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ

1,047百万円（前期比2.8％減）減少し、36,942百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金の増加により前連結会計年度末に比べ938百万円（前期比

3.2％増）増加し、29,856百万円となりました。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間までの実績を踏まえ、平成25年４月26日発表の予想数値

を変更しております。 

 営業収益につきましては、運輸業におけるバス事業において、新規路線の開設及びダイヤ改正の効果等により増

収が見込まれることから従来の予想を引き上げ、19,556百万円（前回予想比0.3％増）を見込んでおります。 

 営業利益につきましては、修繕費等の増加が見込まれるものの、減価償却費等が減少することもあり、2,865百

万円（前回予想比4.2％増）を見込んでおります。 

 経常利益につきましては、受取配当金の増加等により2,827百万円（前回予想比5.1％増）、当期純利益につきま

しては1,616百万円（前回予想比5.9％増）を見込んでおります。 

  

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,346,933 3,899,693

売掛金 1,049,201 1,042,477

商品及び製品 32,407 25,902

分譲土地建物 2,909,779 2,909,779

原材料及び貯蔵品 261,900 243,491

繰延税金資産 294,888 292,674

その他 253,484 338,248

流動資産合計 8,148,594 8,752,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,391,855 20,771,357

機械装置及び運搬具（純額） 5,803,940 5,338,709

土地 9,339,241 9,339,015

建設仮勘定 14,650,727 15,261,351

その他（純額） 809,509 652,703

有形固定資産合計 51,995,274 51,363,136

無形固定資産   

その他 415,610 355,351

無形固定資産合計 415,610 355,351

投資その他の資産   

投資有価証券 5,917,780 5,984,782

繰延税金資産 85,633 92,201

その他 345,676 251,308

投資その他の資産合計 6,349,090 6,328,293

固定資産合計 58,759,976 58,046,781

資産合計 66,908,570 66,799,047

負債の部   

流動負債   

買掛金 826,324 672,147

短期借入金 3,822,080 3,781,380

未払金 3,177,819 1,056,556

未払法人税等 671,372 719,961

前受金 11,035,110 12,997,791

賞与引当金 443,919 435,311

その他 2,262,186 2,502,023

流動負債合計 22,238,813 22,165,171

固定負債   

長期借入金 10,280,650 9,328,710

退職給付引当金 2,414,061 2,506,598

繰延税金負債 431,403 414,629

その他 2,625,258 2,527,209

固定負債合計 15,751,373 14,777,147

負債合計 37,990,187 36,942,319
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,935,940 5,935,940

資本剰余金 4,774,511 4,774,519

利益剰余金 15,905,441 16,767,482

自己株式 △65,266 △75,311

株主資本合計 26,550,626 27,402,631

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,367,756 2,454,096

その他の包括利益累計額合計 2,367,756 2,454,096

純資産合計 28,918,383 29,856,728

負債純資産合計 66,908,570 66,799,047
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（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業収益 9,784,305 9,909,633

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 7,432,001 7,513,205

販売費及び一般管理費 538,814 636,081

営業費合計 7,970,816 8,149,287

営業利益 1,813,488 1,760,345

営業外収益   

受取利息 312 347

受取配当金 26,893 28,958

受託工事事務費戻入 189 14,935

その他 44,920 19,246

営業外収益合計 72,316 63,488

営業外費用   

支払利息 145,429 129,643

持分法による投資損失 18,299 38,699

その他 3,249 798

営業外費用合計 166,978 169,141

経常利益 1,718,827 1,654,692

特別利益   

工事負担金等受入額 66,567 286,436

固定資産売却益 － 9,863

特別利益合計 66,567 296,300

特別損失   

固定資産圧縮損 66,380 139,221

固定資産除却損 － 166,693

特別損失合計 66,380 305,914

税金等調整前四半期純利益 1,719,014 1,645,077

法人税、住民税及び事業税 686,717 707,069

法人税等調整額 △25,848 △61,379

法人税等合計 660,868 645,689

少数株主損益調整前四半期純利益 1,058,145 999,387

四半期純利益 1,058,145 999,387
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,058,145 999,387

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 129,166 84,629

持分法適用会社に対する持分相当額 1,551 1,711

その他の包括利益合計 130,717 86,340

四半期包括利益 1,188,863 1,085,728

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,188,863 1,085,728

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 セグメント情報  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．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 

（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、駅売店業等であり

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。 

  

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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日） 

１．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 

（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、駅売店業等であり

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。 

  

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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 

運輸業 不動産業 計 

営業収益               

外部顧客への

営業収益 
 7,895,657  1,568,072  9,463,730  320,575  9,784,305  －  9,784,305

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高 

 10,369  20,167  30,536  55,717  86,254  △86,254  －

計  7,906,026  1,588,239  9,494,266  376,293  9,870,559  △86,254  9,784,305

セグメント利益  1,024,550  763,038  1,787,588  12,042  1,799,630  13,857  1,813,488

（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 

運輸業 不動産業 計 

営業収益               

外部顧客への

営業収益 
 8,060,982  1,542,172  9,603,154  306,478  9,909,633  －  9,909,633

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高 

 9,579  18,942  28,521  50,821  79,343  △79,343  －

計  8,070,561  1,561,114  9,631,676  357,300  9,988,976  △79,343  9,909,633

セグメント利益  934,344  793,438  1,727,783  18,709  1,746,493  13,852  1,760,345
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