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２００６年３月期決算の概要２００６年３月期決算の概要

2006年
3月期

2005年
3月期

増減額
２月時点
見通し

増減額

営業収益 610,406 627,948 △ 17,541 615,000 △ 4,593

営業利益 36,586 51,207 △ 14,621 35,600 986

経常利益 24,652 37,611 △ 12,959 22,900 1,752

当期純利益 15,294 4,030 11,264 15,200 94

有利子負債残高 770,012 758,060 11,952 765,000 5,012
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（単位：百万円、％）



トピックストピックス
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・建物附属設備の減価償却方法を定額法から定率法に変更

・2007年3月期より販売用不動産等の棚卸資産の評価基準を
原価法から低価法に変更

子会社の再編

・百貨店業において会社分割・再編を実施（2005年度上期）

・小田急百貨店の系列会社３社を小田急百貨店・小田急ﾃﾞﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽに吸収合併（2006年3月）

・グループ各社の保険事業を集約し「小田急保険サービス」の営業を開始（2005年10月）

・小田急情報サービス株式を譲渡（2005年9月）

・ティーエルトランスポート（持分法）株式を譲渡（2006年3月）

財務の健全性向上

保有資産の見直し

・沿線外にある南青山ビルを売却

・ＪＲ新宿駅東南口前にある商業施設「フラッグス」の

持分を取得
フラッグス

・退職給付制度の改定

ＪＲ新宿駅
東南口



リビング
スペース

ドア

ツー

ドア

保有物件、運用方法の選択と集中
組織を越えて、顧客情報の共有や重複する
機能の共同化による事業競争力強化
「グループ経営理念」および「グループのある
べき提供価値」に基づく既存商品・サービスの
品質・付加価値向上

・リニューアル、リフォーム事業の強化
・不動産仲介店舗の多機能化
・共同投資スキームの開発
・ビル群管理指令所の再構築による効率化

時間・空間の視点から幅広いサービスを提供
場面に適した移動手段とサービスを提供
移動手段間における相互の利便性向上
移動過程で様々なサービスを提供

・複々線化工事の推進 ・安全対策の強化
・バリアフリー化の推進 ・駅構内店舗の大型化
・PASMO導入とグループカードとの連携
・箱根地区の交通インフラ整備と情報提供強化
・駐車場整備によるパーク＆ライド

沿線周辺地域および都心部営業拠
点での小田急ブランドという強みを
活かし、経営資源を集中することに
よる優位性の確立

・向ヶ丘遊園跡地再開発

・不動産仲介店舗の新規出店

事業ノウハウを事業特性毎に集約・
強化し、既存事業周辺における、新
規事業の立ち上げ

・不動産証券化ビジネスへの参入
・公園管理運営業務の受注

シナリオ
概 要

ラ イ フ
スタイル

シナリオ１ ： サービスの質的向上

お客さまにご満足いただける、質の高い商
品・サービスを提供し、各業界で競争力を
高める

マーケティング戦略の実施および内外の
経営資源活用による商品、サービス、
店舗運営の質的向上

・百貨店の売場改装、増床、動線整備
・ストア、ＳＣのリニューアル
・グループカード強化
・インターネット等販売チャネル拡大

シナリオ３ ： 沿線エリアの面的充実

既存エリアでの新規出店により事業
基盤を固めるとともに、新規エリア
へ進出することで商圏を拡大する

主要顧客属性の明確な把握と、
サービスを提供する地域の特性に
応じた、有効なブランド戦略によ
る面的充実・拡大

・レストランなどの新規出店
・成城学園前駅ビル建設
・認定保育所の新設

シナリオ２ ： サービスメニューの充実

お客さまの暮らしやすさという観点
から、成長分野を見出し、新たな
サービスや事業を立ち上げる

新商品・サービスメニューの拡充
「消費シーンの提供」と「事業・
生活活動支援」を機軸に、将来性
のある新規サービス・事業を展開

・レストランの新業態開発
・在宅、通所介護併設事務所の開設
・食品リサイクル事業の拡大
・ガーデンセンター事業

出発地や目的地により近い範囲を
カバーする移動手段の新規提供

顧客の移動ニーズを満たすような
移動手段の提供

新たな駅構内サービスの展開

・新規企画乗車券などの開発
・駅構内店舗の業態変更
・新規交通広告媒体の開発

顧客ニーズに基づく、営業エリアの
深耕

駅構内事業の駅構外での展開

・東京メトロとの特急ロマンスカー
直通運転

・バスの新規路線の開設
・タクシー事業の増車、エリア拡大
・箱根そばなどの新規出店

一
体
化
戦
略
（エ
リ
ア
戦
略
他
）
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グループ事業ビジョン「グループ事業ビジョン「Value Up Value Up 小田急」小田急」



運輸業運輸業
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輸送サービスの品質向上 （混雑緩和、速達性・安全性の向上）

・和泉多摩川～向ヶ丘遊園間改良工事（2008年度完成予定）

・下北沢地区複々線化（2013年度完成予定）

・新型通勤車両の投入

・新列車制御システムの導入

新規需要の創出

・東京メトロ千代田線へのロマンスカー乗り入れ（2008年春）

・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推進（2010年までに駅のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化完成）

・ＰＡＳＭＯ（ＩＣカード）の導入（2007年3月予定）

・バリアフリー化の推進

・コミュニティバスなどの新規路線開設により新たな需要を創出

・ＰＡＳＭＯ（ＩＣカード）の導入（2007年3月以降順次導入予定）

バス事業

鉄道事業

下北沢地区の複々線化の様子
（東北沢駅）

登戸駅付近の改良工事の様子

町田市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ（玉川学園前）
（2006年3月運行開始）



流通業流通業
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店舗・設備のリニューアル（2006年度）

新宿店 ラグジュアリーブランドフロア完成

レストランフロア改装

町田店 服飾品フロア改装

藤沢店 １階フロア改装

業務構造改革活動の推進

後方部門・営業部門を効率化。あわせて人員配置の見直し

などを進め、営業本来の業務に特化できる体制を構築

小田急百貨店新宿店
ラグジュアリーブランドフロア
（2006年3月リニューアル完了）

Ｏｄａｋｙｕ－ＯＸ相模大野店
（2005年8月リニューアル完了）

店舗の新設・改装を実施 「上質化」をキーワードに

・Odakyu-OX成城店：駅ビル完成にあわせ営業再開（2006年9月）

・Odakyu-OX千歳船橋店：駅前の高架下にオープン（2006年秋）

・４店舗で改装を実施（全店舗のリニューアル完了）

百貨店業

ストア業



不動産業、建設業不動産業、建設業
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分譲業
戸建住宅：多摩線沿線、町田･秦野地区などにおいて

街づくりの観点から計画的な販売を実施

マンション：

ガーデンアリーナ新百合ヶ丘※（2007年1月第一期入居開始）
シーズンアリーナ新百合ヶ丘※（2007年3月入居開始）

※共同事業（当社・小田急不動産持分合計30％）

プラウディア五月台Ⅲ（2007年3月入居開始）

開成庭園の杜パレットガーデン参番館（2007年3月入居開始）

ガーデンアリーナ新百合ヶ丘

成城学園前駅ビル

リニューアル分野における事業拡大

建設業

不動産業

賃貸業

成城学園前駅ビルオープン（2006年9月）

世田谷地区高架下店舗の開業（～2007年度）

郊外型ＳＣの開業（町田市 2007年度上期）



その他の事業その他の事業
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センチュリーハイアット東京の改装（～2008年度）

スパ＆ウェルネス「JOULE（ジュール）」オープン（2006年3月）

フレンチレストランオープン（2006年秋）

ｾﾝﾁｭﾘｰﾊｲｱｯﾄ東京 スパ「JOULE」

小田急ムック保育園

リストランテアベーテ（ｼﾞﾛｰﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ）

新業態店舗の開発、新規出店・改装実施

（2006年度 新規出店予定17店舗、改装8店舗）

介護・保育ビジネスの拡充

2006年9月新会社設立（小田急商事の介護・保育事業を分社）

介護事業：デイサービス施設の新設、通所介護事業への参入

保育事業：鶴川（2006年4月）に開設

介護・保育事業

ホテル業

レストラン業



西口⇔南口の動線整備（モザイク通りの改修）

新宿エリア新宿エリア
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・エントランスにふさわしい快適性と機能性の追求

⇒西口地上改札口の改修、西口地下コンコースの改修

（構内店舗、ＪＲ改札前改修）

百貨店 ミロード
ﾓｻﾞｲｸ通り⇔百貨店
上下ｴｽｶﾚｰﾀｰ新設

・南口から西口への流入および回遊客の増加

歩きやすく魅力的なメインストリートの構築

⇒西口と南口を結ぶモザイク通りの改修など

モザイク通り

グランドエントランス整備

新宿ﾐﾛｰﾄﾞ２階改装

床・壁の改修
店舗の入れ替え

回遊性の向上回遊性の向上←西口方面 南口方面→

ﾓｻﾞｲｸ通り⇔ﾐﾛｰﾄﾞ
下りｴｽｶﾚｰﾀｰ増設

モ
ザ
イ
ク
通
り
改
修
後

の
イ
メ
ー
ジ



2008年度
以降3.3％

2004年度
13.1％

2003年度
以前
33.6％

2007年度
10.0％

2006年度
31.9％

2005年度
8.1％

世田谷エリア（高架下開発）世田谷エリア（高架下開発）
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※経堂車庫跡地と一体
利用を計画している
用地および鉄道施設
などを除く

成城学園前

祖師ヶ谷大蔵

千歳船橋

経堂

梅ヶ丘

豪徳寺

小田急ムック保育園
→2005年3月開業

ドラッグストア→2006年4月開業
DIYストア→2006年7月開業予定

ﾏﾙｼｪ千歳船橋（駅前商業施設）
→2006年6月ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ予定
Odakyu-OX千歳船橋店
→2006年秋開業予定

Odakyu-OX梅ヶ丘店
→2005年9月開業

ﾏﾙｼｪ豪徳寺
（駅前商業施設）
→2006年4月開業

高架下利用
可能面積
約6万㎡※

祖師ヶ谷大蔵駅

経堂～千歳船橋間

豪徳寺駅

梅ヶ丘駅

千歳船橋駅

至新宿

至町田Odakyu-OX梅ヶ丘店ドラッグストア（経堂～千歳船橋間）

介護施設
→2006年9月開業予定

豪徳寺～経堂間

高架下空間利用の進捗状況 １日平均乗降人員
2005年度（対前年）

77,911人（△1.7%）

38,689人（＋3.4%）

47,256人（＋1.1%）

65,916人（＋1.6%）

25,041人（＋2.8% ）

24,713人（＋5.1%）



世田谷エリア（成城学園前駅ビル）世田谷エリア（成城学園前駅ビル）
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成城学園前駅ビルの概要

2006年9月開業 延床面積：約16,900㎡
（うち賃貸面積約7,800㎡）

１階：スーパーマーケット（Odakyu－OX）など

２階：雑貨、書籍店など

３階：医療、美容関連店舗など

駐車場

４階：レストラン、屋上庭園

現在の状況（西口駅前広場側） 西口駅前広場付近外観（交通結節機能向上）

建物内部の様子



箱根エリア箱根エリア

桃源台駅のリニューアル
（2007年5月完成）

１
新宿～箱根湯本間
特急直通人員＋4.0％

２

３

４

６

５

７

箱根登山鉄道（鉄道）
＋2.5％

箱根ﾛｰﾌﾟｳｪｲ ＋4.6％

箱根観光船 ＋1.9％

箱根登山バス＋0.4％

小田急箱根高速バス
＋3.8％

箱根登山鉄道（ｹｰﾌﾞﾙｶｰ）
＋2.8％

箱根地区の輸送動向（対前年比）
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観光船新造
（2007年春）

大涌谷～桃源台間のロープウェイ
架け替え（2007年6月完成）

箱根湯本駅改良

（定期外）

（定期外）

（定期外）



中期計画の概要中期計画の概要
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2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2006年3月期

実績 予想 計画 との比較

営業収益 610,406 620,000 628,000 17,593

営業利益 36,586 41,900 43,000 6,413

経常利益 24,652 28,800 27,800 3,147

当期純利益 15,294 15,500 16,800 1,505

設備投資 89,360 96,800 81,900 △ 7,460

減価償却費 54,658 53,800 55,200 541

EBITDA 91,244 95,700 98,200 6,955

有利子負債 770,012 787,000 793,000 22,987
有利子負債／

EBITDA倍率（倍）
8.4 8.2 8.1 △ 0.3

ROA（％） 3.0 3.4 3.4 0.4

ROE（％） 11.1 10.5 10.5 △ 0.6

（単位：百万円）

ＲＯＡ＝経常利益／総資産（有価証券評価差額を除く）

ＲＯＥ＝当期純利益／純資産（有価証券評価差額を除く）



中期計画の概要中期計画の概要（セグメント別）（セグメント別）
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2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2006年3月期

実績 予想 計画 との比較

運輸業 164,805 164,900 165,500 694

流通業 257,555 256,500 261,800 4,244

不動産業 69,819 78,200 82,300 12,480

建設業 84,200 85,900 77,300 △ 6,900

その他の事業 98,921 97,300 100,800 1,878

消去 △ 64,895 △ 62,800 △ 59,700 5,195

合計 610,406 620,000 628,000 17,593

運輸業 21,163 22,900 22,300 1,136

流通業 4,020 5,200 5,900 1,879

不動産業 8,292 11,000 11,000 2,707

建設業 1,225 1,400 1,200 △ 25

その他の事業 2,646 2,500 3,500 853

消去 △ 762 △ 1,100 △ 900 △ 137

合計 36,586 41,900 43,000 6,413

営
業
収
益

営
業
利
益

（単位：百万円）
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大規模買付行為への対応について大規模買付行為への対応について

「企業価値・株主共同の利益を守る」という観点から、大規模買付行為に関する対応策を導入※

・株主の皆さまが、適切な判断を行うことができるよう、当社の株券などの保有割合が20％以上と ※株主総会の承認が得られた場合

なる買付行為などについて当社取締役会が必要な情報の提供や適切な評価期間の確保を要請。

買付者から意向表明書・大規模買付情報を受領

・大規模買付行為に関する情報の評価・検討
・買付者との交渉
・大規模買付行為に対する意見の取りまとめ

独立委員会による取締役会への勧告

（大規模買付者が要請に応じる場合） （大規模買付者が要請に応じない場合）

企業価値毀損
なしと認定

濫用的買収と認定
対抗措置の発動を勧告

対抗措置は発動しない
（株主の皆さまの判断）

対抗措置の発動へ
（新株予約権の無償割当てなど）

要請に応じない
場合は随時

独立委員会

取締役会

取締役会による
恣意的な判断を排除

買付者のルール無視を確認
対抗措置の発動を勧告

・発行可能株式総数の拡大

・取締役の任期を１年に短縮



小田急電鉄株式会社

注意事項

スライドに記載されている、小田急電鉄の現在の計画、見通し、戦略などの
うち、歴史的事実でないものは、将来の見通しであり、これらは現在入手可
能な情報から得られた当社の経営者の判断にもとづいております。実際の
業績はこれら業績見通しとは異なる結果があることをご了承ください。


