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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第45期

第２四半期連結
累計期間

第45期
第２四半期連結
会計期間

第44期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 41,208 21,266 92,084

経常利益（百万円） 769 △63 5,227

四半期（当期）純利益（百万円） 916 536 1,247

純資産額（百万円） － 17,971 17,374

総資産額（百万円） － 146,823 148,468

１株当たり純資産額（円） － 854.22 821.11

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）
46.90 27.44 63.80

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
－ － 63.71

自己資本比率（％） － 11.4 10.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△5,614 － △1,776

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△817 － △5,558

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
6,955 － 7,553

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 10,227 9,703

従業員数（人） － 11,729 11,450

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、金融

事業を除き、重要な変更はありません。

（金融事業）

当社グループの金融事業は、従来、不動産担保ローン及びビジネスローン事業について子会社㈱第一ゼネラルサー

ビス、消費者ローン事業について子会社日新信販㈱の２社で営んでおりましたが、当第２四半期連結会計期間におい

て日新信販㈱の全株式を譲渡したことに伴い、消費者ローン事業から撤退いたしました。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、連結子会社（特定子会社）であった以下の会社は、当社の連結子会社が所有す

る株式を全て売却したため、子会社ではなくなりました。

名称 住所
資本金
（百万円）

事業内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容

役員の兼任等

融資
営業上
の取引

設備の
賃貸借等

当社
役員
（人）

当社
職員
（人）

転籍
(人)

（連結子会社）           

　日新信販㈱
福岡市

博多区
604  金融事業

100.0
(100.0)

２　 － － 無　 －　 －

　（注）１．議決権の所有割合の（ ）書きは内書きで、間接所有割合を記載しております。

２．事業内容欄には事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 11,729 (1,888)

　（注）従業員数は就業人員（グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時従業員数は（　）内に当第

２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 266 (36)

　（注）従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員数は（　）内に当第２四半期会計期

間の平均人員を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【営業の状況】

(1）販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

タクシー事業 12,474

不動産事業 4,035

自動車関連事業 1,387

金融事業 1,369

バス事業 1,621

その他事業 378

合計 21,266

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）タクシー事業

　営業実績

項　  目
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

第２四半期末在籍車両数 　　6,786 台

稼働率 　87.6 ％

走行キロ 　　　92,785 千㎞

運送収入 　　　12,474 百万円

走行１㎞当たり運送収入 　134 円 44 銭

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）不動産事業

①　販売実績

項目 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

数量

（戸）

金額

（百万円）

分

譲

事

業

 （物件別）   

中高層住宅 137 2,812

戸建住宅 8 254

共同事業 22 255

その他 － 67

小計 167 3,389

賃貸事業 － 614

その他 － 30

合計 － 4,035

 （注）１．共同事業における金額は、全体の金額を当社持分比率で按分した金額であります。

２．不動産事業の分譲事業部門では、顧客のニーズに合わせて第４四半期連結会計期間に竣工する物件の割合が

高いため、業績に季節的変動があります。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②　分譲住宅の契約実績

項    目

期首契約残高 四半期中契約高 四半期末契約残高

数量
（戸）

金額
（百万円）

数量
（戸）

金額
（百万円）

数量
（戸）

金額
（百万円）

（当第２四半期連結会計期間）       

中高層住宅 252 5,459 148 2,761 263 5,408

戸建住宅 6 210 10 200 8 156

共同事業 11 136 17 182 6 63

 （注）１．共同事業における金額は、全体の契約金額を当社持分比率で按分した金額であります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）自動車関連事業

　売上高の内訳

項　　目
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

外

車

販

売

車  種
販売台数

（台）

金額

（百万円）

ＢＭＷ車 87 489

ＭＩＮＩ車 87 257

小計 174 746

そ  の  他 － 640

合      計 － 1,387

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(5）金融事業

　売上高の内訳

項　目

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額
（百万円）

（参考）融資残高
（百万円）

ビジネスローン 202 5,172

不動産担保ローン 315 13,924

消費者ローン 755 －

不動産再生 83 －

その他 12 1

合  計 1,369 19,098

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(6）バス事業

　営業実績

項　  目
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

第２四半期末在籍車両数 　 736 台

稼働率 　　66.5 ％

走行キロ 　　 8,132 千㎞

運送収入 　　1,621 百万円

走行１㎞当たり運送収入 　199 円 35 銭

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1）業績の状況

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向や米国経済の減速懸念など先行きが不透明な

状況に加え、原油高による原材料価格の上昇に伴う物価上昇により、個人消費にも影響を与えるなど、景気減速の下

で推移しました。

このような状況の下、当第２四半期連結会計期間の当社グループの売上高は21,266百万円、営業利益は123百万円、

経常利益は支払利息等営業外費用が影響し経常損失63百万円となりましたが、子会社株式売却益により四半期純利

益は536百万円となりました。

  なお、当社グループの不動産事業の分譲事業部門では、顧客のニーズに合わせて第４四半期連結会計期間に竣工

する物件の割合が高いため、業績に季節的変動があります。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①タクシー事業　

タクシー業界におきましては、景気減速感が漂う中での利用者の乗り控えに加え、運賃改定に伴う客離れ、都市部

における代替交通機関への需要のシフトが見られました。

  当社グループにおきましては、営業担当者による得意先の開拓、勤労担当者による乗務員採用及び定着に精力的

に注力するとともに、福岡市内における後払い電子マネー「iＤ」（アイディー）の運用など利便性の向上を図って

おり、タクシー事業の売上高は12,474百万円となりました。なお、平成20年９月30日現在のタクシー認可台数は、当第

２四半期連結会計期間に4台減少し、6,786台となっております。

②不動産事業

（分譲事業部門）

  マンション事業では、引続き好立地・好条件の分譲物件の供給に注力し、福岡・北九州都市圏において３棟214戸

を販売開始し、共同事業では、福岡市内の駅前再開発エリアにおける地上31階の超高層ツインタワープロジェクト

（３棟合計521戸を予定）のうちの１棟251戸を販売開始しました。

  分譲事業部門の売上高は、マンション事業において当第２四半期連結会計期間の新規竣工物件３棟及び竣工済み

物件の引渡しにより2,812百万円、戸建住宅254百万円、竣工済の共同事業の引渡しにより255百万円、その他売上高が

67百万円となり、3,389百万円となりました。

（賃貸事業部門）

  賃貸事業部門の売上高は、前連結会計年度における総合スーパーの退店及び企業社宅の一括退居の影響などによ

り614百万円となりました。なお、総合スーパーの退店跡地については、ＳＣ再開発によるリニューアルオープンと

同時に新たな総合スーパーが平成20年10月30日営業開始となっております。

以上の結果、不動産事業の売上高はその他仲介等売上高30百万円を含めて4,035百万円となりました。

③自動車関連事業

国内自動車販売においては、若年者層の車離れ、ガソリン価格の高止まりに伴う小型車・低燃費車への需要のシ

フトが続いております。当社グループにおける外車販売においても、新型車の端境期と景気低迷に対する懸念から、

消費者心理が急激に冷え込んだ結果、ＢＭＷ車・ＭＩＮＩ車ともに主力車種において販売に苦戦しておりますが、

自動車関連事業の売上高につきましては、高額車種の堅調な販売と中古車販売・サービス部門等の寄与により1,387

百万円となりました。

④金融事業

金融事業における当第２四半期連結会計期間末の融資残高は、事業者向け金融部門の不動産担保ローン及びビジ

ネスローンにおいて、与信基準の見直しや貸出金利の引下げを実施しつつも積極的な融資を行ったことにより増加

したものの、消費者ローンを営む日新信販㈱の譲渡に伴い、第１四半期連結会計期間末比5,808百万円減少の19,098

百万円となりました。売上高につきましては、ビジネスローンの適用金利の引下げによる利息収入の減少及び不動

産再生における売上高の減少により、1,369百万円となりました。

⑤バス事業

バス事業では、沖縄県内の路線バス部門における「バスの日」フリー乗車券の発行、那覇バス㈱の貸切バス部門

において定期観光コースを増設するなど、バスの利用促進を図っておりますが、貸切バス部門における競争激化と

団体旅行の減少傾向により売上高は1,621百万円となりました。また、平成20年９月30日現在のバス認可台数は、当第

２四半期連結会計期間に11台減少し736台となっております。

なお、沖縄県内では、当社グループ単独のバス路線と県内の同業他社との共同バス路線のほか、地域貢献の一環と

して、自治体等から要請のあった生活維持路線等の運行も行っており、これに伴うバス運行補助金収入については、

営業外収益に計上しております。
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⑥その他事業

その他事業においては、パーキング事業、医療コンサルタント事業、ゴルフ練習場の運営のほか、グループ社員に

よる通販事業の営業推進等を行っており、売上高は378百万円となりました。

(2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,645百万円減少し、146,823百万円となりまし

た。これは、主に、金融事業における子会社株式売却等による営業貸付金4,370百万円の減少と貸倒引当金の減少によ

る増加907百万円並びに不動産事業等におけるたな卸資産の増加1,362百万円であります。

  負債は、前連結会計年度末に比べ2,242百万円減少し、128,851百万円となりました。主な減少は、支払手形及び営業

未払金3,337百万円、未払法人税等538百万円、利息返還損失引当金507百万円であり、主な増加は有利子負債1,748百

万円であります。

  少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ597百万円増加し、17,971百万円となりました。主な増加

は、四半期純利益916百万円であり、主な減少は、剰余金の配当195百万円であります。

(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期会計期間末に

比べ2,240百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には10,227百万円となっております。各キャッシュ・フロー

の状況は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、780百万円となりました。これは、主に、税金

等調整前四半期純利益326百万円、タクシー車両の減価償却を中心とする償却費用715百万円の計上があったもの

の、たな卸資産の増加による減少1,311百万円、その他の資産及び負債の増減額636百万円によるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、753百万円となりました。これは、主に、営業

車輌の購入を中心とする有形・無形固定資産の取得による支出831百万円、投資有価証券の取得による支出246百万

円、連結子会社株式の売却による収入343百万円によるものであります。　

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は、3,774百万円となりました。これは、主に、長

期借入による収入6,663百万円及び長期借入金の約定弁済並びに繰上償還による支出2,889百万円によるものであり

ます。

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当第２四半期連結会計期間において、日新信販㈱の全株式を譲渡したことに伴い、金融事業のうち消費者

ローン事業から撤退いたしました。これにより、当社グループ業績に与える不安定要因の一部を解消し、継続的な成

長と安定した収益を実現できる経営体質の確立をめざしております。

(5）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 78,000,000

計 78,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 19,613,600 19,613,600 福岡証券取引所 －

計 19,613,600 19,613,600 － －

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成14年6月27日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 279

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 279,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 893

新株予約権の行使期間
自　平成16年７月１日

至　平成21年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　  893

資本組入額　　  447

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社及び当社の子会社の取締役、

監査役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要

す。

一部行使は、１単元の株式数の整数倍となる場合に限り

行使することができる。

その他の条件は、当社と新株予約権者の間で締結する新

株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 相続、譲渡、質入、その他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成20年７月１日～
平成20年９月30日 － 19,613,600 － 2,027 － 2,214
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社第一マネージメント 北九州市小倉北区黒原二丁目37番１号 7,445 37.96

黒土　優子 北九州市小倉北区 1,782 9.09

田中　京子 東京都世田谷区 1,782 9.09

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号 936 4.77

黒土　始 北九州市小倉北区 780 3.97

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号 774 3.94

株式会社山口銀行 山口県下関市竹崎町四丁目２番36号 608 3.09

エイチエスビーシーファンドサービ

シィズスパークスアセツトマネジメ

ントコーポレイテッド

（常任代理人 香港上海銀行東京支

店カストディ業務部）

1 QUEEN’S ROAD CENTRAL H

ONG KONG 

（東京都中央区日本橋三丁目11番１号）

565 2.88

福岡トヨペット株式会社 福岡市博多区東光一丁目６番13号 539 2.74

松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006 524 2.67

計 ─ 15,738 80.24

（注）１．所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、表示単位未満を切り捨てて表示しておりま

す。

　２．松下電器産業株式会社は、平成20年10月１日にパナソニック株式会社に商号変更しております。

　３．スパークス・アセット・マネジメント株式会社から、平成20年７月31日付の大量保有報告書の変更報告書の

写しの送付があり、平成20年７月30日現在で742千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社とし

て当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含

めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の写しの内容は次のとおりであります。

大量保有者        スパークス・アセット・マネジメント株式会社

住      所        東京都品川区大崎一丁目11番２号ゲートシティ大崎

保有株券等の数    742,200株

株券等保有割合    3.78％ 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区　分 株式数（株） 議決権の数（個） 内　容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式        62,400 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式  　19,550,600 195,499 ―

単元未満株式 普通株式           600 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 19,613,600 ― ―

総株主の議決権 ― 195,499 ―

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。なお、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれておりません。

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

第一交通産業株式会社
北九州市小倉北区

馬借二丁目6番8号
62,400 ― 62,400 0.31

計 ― 62,400 ― 62,400 0.31

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４　月 ５　月 ６　月 ７　月 ８　月 ９　月

最高（円） 750 720 760 850 839 759

最低（円） 730 649 640 760 809 719

　（注）最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「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20年内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づい

て作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,465 10,899

受取手形及び売掛金 2,508 2,952

営業貸付金 19,012 23,383

たな卸資産 ※1
 35,742

※1
 34,380

その他 3,354 3,818

貸倒引当金 △748 △1,684

流動資産合計 71,334 73,750

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 18,116

※2
 17,883

土地 39,562 39,991

その他（純額） ※2
 4,823

※2
 3,851

有形固定資産合計 62,502 61,726

無形固定資産

のれん 2,490 2,808

その他 693 651

無形固定資産合計 3,183 3,459

投資その他の資産 ※3
 9,802

※3
 9,532

固定資産合計 75,489 74,718

資産合計 146,823 148,468

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 8,500 11,837

短期借入金 44,898 39,700

未払法人税等 674 1,212

賞与引当金 637 706

その他 6,222 5,340

流動負債合計 60,933 58,796

固定負債

長期借入金 53,067 56,517

退職給付引当金 6,591 6,569

役員退職慰労引当金 1,415 1,402

利息返還損失引当金 327 834

その他 6,517 6,974

固定負債合計 67,918 72,298

負債合計 128,851 131,094
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,027 2,027

資本剰余金 2,214 2,214

利益剰余金 18,647 17,977

自己株式 △67 △67

株主資本合計 22,822 22,152

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 49 123

土地再評価差額金 △6,170 △6,223

評価・換算差額等合計 △6,121 △6,099

少数株主持分 1,270 1,320

純資産合計 17,971 17,374

負債純資産合計 146,823 148,468
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 41,208

売上原価 33,661

売上総利益 7,546

販売費及び一般管理費 ※1
 6,541

営業利益 1,004

営業外収益 624

営業外費用

支払利息 710

その他 150

営業外費用合計 860

経常利益 769

特別利益

子会社株式売却益 513

固定資産売却益 136

特別利益合計 649

特別損失

固定資産除売却損 272

減損損失 90

たな卸資産評価損 157

その他 0

特別損失合計 521

税金等調整前四半期純利益 897

法人税、住民税及び事業税 625

法人税等調整額 △606

法人税等合計 19

少数株主損失（△） △38

四半期純利益 916
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 21,266

売上原価 17,552

売上総利益 3,714

販売費及び一般管理費 ※1
 3,590

営業利益 123

営業外収益 256

営業外費用

支払利息 362

その他 80

営業外費用合計 443

経常損失（△） △63

特別利益

子会社株式売却益 513

固定資産売却益 0

特別利益合計 513

特別損失

固定資産除売却損 32

減損損失 90

その他 0

特別損失合計 124

税金等調整前四半期純利益 326

法人税、住民税及び事業税 △76

法人税等調整額 △54

法人税等合計 △131

少数株主損失（△） △78

四半期純利益 536
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30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 897

減価償却費 1,067

のれん償却額 314

減損損失 90

たな卸資産評価損 298

貸倒引当金の増減額（△は減少） 192

退職給付引当金の増減額（△は減少） 100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △199

受取利息及び受取配当金 △41

支払利息 710

固定資産除売却損益（△は益） 136

子会社株式売却損益（△は益） △513

営業債権の増減額（△は増加） △1,122

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,736

仕入債務の増減額（△は減少） △3,518

その他の資産・負債の増減額 △507

その他 33

小計 △3,784

利息及び配当金の受取額 41

利息の支払額 △728

法人税等の支払額 △1,142

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,614

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 △788

定期預金の払戻による収入 751

投資有価証券の取得による支出 △257

投資有価証券の売却による収入 52

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,452

有形及び無形固定資産の売却による収入 550

短期貸付金の増減額（△は増加） △33

貸付けによる支出 △80

貸付金の回収による収入 178

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

343

その他の支出 △160

その他の収入 115

投資活動によるキャッシュ・フロー △817
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

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） 4,500

長期借入れによる収入 10,925

長期借入金の返済による支出 △8,264

配当金の支払額 △195

少数株主への配当金の支払額 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 523

現金及び現金同等物の期首残高 9,703

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 10,227
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【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】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更

　　第１四半期連結会計期間から、王子第一

交通㈲は当社が買収したことにより、連

結の範囲に含めております。

　また、日新信販㈱については、当第２四

半期連結会計期間において保有株式を

全株売却したことにより、連結子会社か

ら除外しております。

（2）変更後の連結子会社の数

　　103社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

 たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として個別法によ

る原価法によっておりましたが、第１四

半期連結会計期間から「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号　平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、主として個別法による原

価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。

　　これにより、本会計基準を期首在庫の評

価から適用したとみなして期首在庫に

含まれる変更差額157百万円を特別損失

に計上し、当第２四半期連結累計期間に

発生したたな卸資産評価損130百万円は

売上原価に計上しております。

　この結果、従来の方法によった場合に

比べて、当第２四半期連結累計期間の営

業利益及び経常利益が130百万円減少

し、税金等調整前四半期純利益は、287百

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、

当該箇所に記載しております。

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．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資産については、連

結会計年度に係る減価償却費の見積額を期

間按分して算定する方法によっておりま

す。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．販売用不動産及び商品        27,447百万円

仕掛販売用不動産等           8,091           

原材料及び貯蔵品　　　         203　 

※１．販売用不動産及び商品        29,570百万円

仕掛販売用不動産等           4,595

原材料及び貯蔵品　　　         214

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

27,150百万円 27,056百万円

※３．投資その他の資産の金額から直接控除している貸

倒引当金の額

 1,099百万円

※３．投資その他の資産の金額から直接控除している貸

倒引当金の額

1,071百万円

　４．保証債務 　４．保証債務

　連結会社以外の会社及び当社分譲物件購入者の金融

機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を

行っております。

　連結会社以外の会社及び当社分譲物件購入者の金融

機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を

行っております。

(医)湘和会　湘南記念病院 612百万円

第一酒販㈲ 26　

当社分譲物件購入者（383名） 2,396 

計 3,035 

(医)湘和会　湘南記念病院 647百万円

第一酒販㈲ 33　

当社分譲物件購入者（405名） 2,510 

計 3,191 

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 1,138　百万円

従業員給料及び手当 1,768　 

賞与引当金繰入額 160　 

退職給付費用 53　 

役員退職慰労引当金繰入額 57　 

　２．当社グループの不動産事業の分譲事業部門では、顧

客のニーズに合わせて第４四半期連結会計期間に

竣工する物件の割合が高いため、第４四半期連結会

計期間の売上高が高くなる傾向にあります。

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 819　百万円

従業員給料及び手当 899　 

賞与引当金繰入額 121 

退職給付費用 26　 

役員退職慰労引当金繰入額 27　 

　２．当社グループの不動産事業の分譲事業部門では、顧

客のニーズに合わせて第４四半期連結会計期間に

竣工する物件の割合が高いため、第４四半期連結会

計期間の売上高が高くなる傾向にあります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）
 （百万円）

現金及び預金勘定  11,465   

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,238   

現金及び現金同等物 10,227   

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  19,613千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  62千株

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年５月21日
取締役会

普通株式 195 10  平成20年３月31日  平成20年６月27日
利益剰余

金

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期
間末後となるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年11月12日
取締役会

普通株式 97 5  平成20年９月30日  平成20年12月５日
利益剰余

金

４．株主資本の金額の著しい変動

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
タクシー
事業
（百万円）

不動産
事業
（百万円）

自動車
関連事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

バス事業
（百万円）

その他
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

12,474 4,035 1,387 1,369 1,621 378 21,266 － 21,266

(2）セグメン
ト間の内
部売上高
又は振替
高

－ － 569 － － 583 1,153 △1,153 －

計 12,474 4,035 1,956 1,369 1,621 962 22,419 △1,153 21,266

営業利益又は

営業損失(△)
56 459 12 △199 △279 42 91 32 123

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 
タクシー
事業
（百万円）

不動産
事業
（百万円）

自動車
関連事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

バス事業
（百万円）

その他
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

24,591 6,452 3,052 2,720 3,625 763 41,208 － 41,208

(2）セグメン
ト間の内
部売上高
又は振替
高

－ － 1,049 － － 1,152 2,201 △2,201 －

計 24,591 6,452 4,102 2,720 3,625 1,916 43,409 △2,201 41,208

営業利益又は

営業損失(△)
522 567 24 43 △316 93 935 69 1,004

　（注）１．事業区分の方法

グループ内の事業展開を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な事業内容

(1）タクシー事業　  一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）
(2）不動産事業　    分譲住宅の企画及び販売、不動産の賃貸及び管理
(3）自動車関連事業　外車・中古車の販売及び自動車の点検・整備等
(4）金融事業　      貸金業
(5）バス事業　    　一般乗合旅客自動車運送事業等（路線・貸切） 
(6）その他事業　    パーキング事業及び車両の運行管理請負業務等 

３．会計処理の方法の変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　「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」２．に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適

用しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、不動産

事業が128百万円、その他事業が1百万円それぞれ減少しております。
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４．事業区分の変更

  従来、「不動産事業」に分譲住宅の企画及び販売、不動産の賃貸及び管理と併せて、当社が子会社の事業

用資産を賃貸している事業を集約して表示しておりましたが、セグメント別の経営成績をより明瞭に表示

するため、第１四半期連結会計期間から「不動産事業」は不動産分譲事業の事業計画に基づく分譲住宅の

企画及び販売、不動産の賃貸及び管理に変更し、子会社賃貸事業は当社の子会社統括管理事業として子会

社業務管理事業と併せて「その他事業」に集約して表示することに変更いたしました。

　この結果、従来の方法に比較して当第２四半期連結累計期間の売上高は、不動産事業が319百万円減少し、

その他事業が319百万円増加しております。また、営業利益は、不動産事業が189百万円減少し、その他事業

が189百万円増加しております。　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

日本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、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 854.22円 １株当たり純資産額 821.11円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 17,971 17,374

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円） 1,270 1,320

（うち少数株主持分） (1,270) (1,320)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額（百
万円）

16,701 16,053

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末
（期末）の普通株式の数（千株）

19,551 19,551

　      ２．１株当たり四半期純利益等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益 46.90円 １株当たり四半期純利益 27.44円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。

　２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益   

四半期純利益（百万円） 916 536

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 916 536

期中平均株式数（千株） 19,551 19,551

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

重要な変動はありません。 重要な変動はありません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　　前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。

２【その他】

　当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間終了後四半期報告書提出日までの間における配当に関

する取締役会決議の内容については、「第５ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 （株主資本等関係）

３．配当に関する事項」に記載のとおりであります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２０年１１月１１日

第一交通産業株式会社

 取締役会　御中   

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 福岡  典昭　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 川畑　秀二　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている第一交通産業株

式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２０年７月

１日から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年９月３０日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、第一交通産業株式会社及び連結子会社の平成２０年９月３０日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

追記情報

　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２．会計処理基準に関する事項の変更に記載されてい

るとおり、会社は第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」が適用されることとなるため、この会

計基準により四半期連結財務諸表を作成している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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