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787,000

16,800

33,600

45,500

624,000

2月時点見込
Forecast at Feb, 2007

3701,87615,29417,170当期純利益
Net income

3,39612,34424,65236,996経常利益
Ordinary income

△20,688△3,701770,012766,311有利子負債残高
Interest-bearing debt

2,67811,59236,58648,178営業利益
Operating income

△90712,685610,406623,092営業収益
Revenue from operations

増減額
Change

増減額
Change

2005年度
FY2005

2006年度
FY2006

単位：百万円 （Millions of yen）

２００７年３月期決算の概要２００７年３月期決算の概要
Results of FY2006 ending March 31, 2007Results of FY2006 ending March 31, 2007



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」
Group Business Vision Group Business Vision ““Value Up OdakyuValue Up Odakyu”” (by scenario and by domain)(by scenario and by domain)

シナリオ１：サービスの質的向上
Scenario 1: Better quality services

シナリオ２：サービスメニューの充実
Scenario 2: Enhanced menu of services

シナリオ３：沿線エリアの面的充実
Scenario 3: Enhance the features of areas

along train lines
一
体
化
戦
略
（エ
リ
ア
戦
略
他
）Integration strategy  (A

rea strategy, etc.)

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
Increase competitiveness in all sectors by providing better 
quality services to customers

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
Commencement of new services or businesses 
that provide better living environment for 
customers

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
Establishment of stable business structure in 
existing and new areas by opening new stores

シナリオ
概要

Outline of
scenario

ド
ア
ツ
ー
ド
ア

• 複々線化工事の推進（2013年度完成予定）

Continuation of multiple double tracks construction (will 
be completed in FY2013)

・安全対策の強化（新列車制御システム・

踏切集中監視システム導入など）

Reinforcement of safety matters
(train control system, crossing watching system, etc.) 

• バリアフリー化の推進

Continuation of barrier free facility construction

• 「わかりやすい箱根、まわりやすい箱根」の

実現

（交通インフラ整備・情報提供の強化）

Making of Hakone area “easy to go around”
(reorganizing transportation network, provision of more 
sightseeing information)

• 駅構内店舗の大型（ミニコンビニ）化

Enlargement of stores located inside the train stations

• ＰＡＳＭＯ導入

（オートチャージ・乗車ポイントなど小田

急ポイントカードとの連携、少額決済対

応など）

New IC card system “PASMO”
(collaboration with Odakyu point card such as 
automatic charge service, points according to the 
number of rides and e-money service)

• 新規企画乗車券等の開発

Planning of train tickets

• 都内観光、生活支援などの新商品

開発（タクシー業）

New ride service in taxi business such as   

sightseeing, daily needs, etc.

• 新規交通広告媒体の開発

New transportation advertisement method 

• 東京メトロへのロマンスカー直通運転

Direct operation of Romance Car into Tokyo 
Metro line

• バスの新規路線開設

New bus lines

• 箱根そばなどの新規出店

New “Hakone Soba” stands

新宿
エリア
Shinjuku

area

世田谷
エリア
Setagaya

area

多摩
エリア
Tama 
area

箱根
エリア
Hakone

area
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services



ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

リ
ビ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス

• 百貨店の売場改装

Floor renewal at department stores 

• 小田急ポイントカード戦略の強化

（会員・加盟店拡大、ポイント・優待施策など）
Odakyu point card strategies (increase the number of 

members and affiliates, point or complimentary services)

• ストア店舗の２４時間営業の拡大

Enlargement of  24 hour  operation stores

• ミロードなどＳＣのフロアリニューアル

Floor renewal in shopping center such as Mylord

• センチュリーハイアット東京の改修

Renewal construction at Century Hyatt Tokyo

• レストランの新業態開発

New type of restaurants

• 在宅・通所介護併設事業所の開設

Establishment of home・visitation nursing care 
service office

• フードエコロジー事業の拡大

Enlargement of food ecology business

• 園芸業の新業態開発

New type of agricultural business

• ストア、レストランなどの新規出店

New stores and restaurants, etc. 

• 高架下店舗開発

Development of space under elevated railway    
lines 

• 認定保育所の新設

Establishment of licensed nursery school

• リニューアル、リフォーム事業の強化

Reinforcement of renewal and renovation businesses

• アフターサービス業務との一元化（分譲業）

Integration with after-care business in real estate selling 
business

• 不動産仲介店舗の多機能化

Multi-functional real estate brokerage stores

・公園管理運営業務の受注

（指定管理者制度）

Receive orders regarding public park 
management (Management by licensed 
organization)

• レンタルファーム事業（アグリス成城）

Membership rental farm business
(AGRIS SEIJO)

• 向ヶ丘遊園跡地再開発

Redevelopment of Mukogaoka Yuen

• 賃貸物件の新規取得

Acquisition of new leasing facilities

シナリオ１：サービスの質的向上
Scenario 1: Better quality services

シナリオ２：サービスメニューの充実
Scenario 2: Enhanced menu of services

シナリオ３：沿線エリアの面的充実
Scenario 3: Enhance the features of areas

along train lines

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
Increase competitiveness in all sectors by providing better 
quality services to customers

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
Commencement of new services or businesses 
that provide better living environment for 
customers

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
Establishment of stable business structure in 
existing and new areas by opening new stores

シナリオ
概要

Outline of
scenario

一
体
化
戦
略
（エ
リ
ア
戦
略
他
）Integration strategy  (A

rea strategy, etc.)

新宿
エリア
Shinjuku

area

世田谷
エリア
Setagaya

area

多摩
エリア
Tama 
area

箱根
エリア
Hakone

area

Life-styles

Living
spaces

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」
Group Business Vision Group Business Vision ““Value Up OdakyuValue Up Odakyu”” (by scenario and by domain)(by scenario and by domain)
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グループ住宅関連事業の再編グループ住宅関連事業の再編 
Reorganization of GroupReorganization of Group’’s housing related businesses  s housing related businesses  
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09/2007予定 株式交換による小田急不動産の完全子会社化
Odakyu Real Estate will completely be owned by Odakyu Electric Railway after share exchange in September, 2007 (scheduled)

10/2007予定 会社分割による住宅販売業の小田急不動産への集約
Concentration of real estate selling business to Odakyu Real Estate in October, 2007 (scheduled)

04/2008予定 マンション管理業を小田急ハウジングに集約
Concentration of condominium maintenance business to Odakyu Housing in April, 2008 (scheduled)

グループ住宅関連事業の一体的かつ効率的な事業体制を再構築
Establishing efficient business organization of group’s housing related businesses

小田急電鉄
Odakyu Electric Railway Co., Ltd.

複合・大型開発計画の
立案・推進

Specializes in planning and 
execution of complex and large 
scale development

再編後のグループ住宅関連事業 Outline of group’s housing related businesses after reorganization 

小田急不動産 Odakyu Real Estate Co., Ltd.

住宅関連事業の中核会社 Core company of group’s housing related  businesses

 マンションや戸建住宅等の分譲物件の開発、販売

Planning and selling of condominiums and houses

 仲介およびリフォーム等の住宅関連事業の総合サービスの提供
Provision of comprehensive service regarding housing related businesses such as                  
brokerage and renovation business

良質な住環境サービスの提供による、新規顧客の沿線への流入および定着促進
Making new customer want to move and live along the Odakyu Line by providing high quality living environment



100％

小田急ハウジング
(Odakyu Housing)

100％

小田急不動産
(Odakyu Real Estate) 小田急ビルサービス

(Odakyu Building Service)

100％48.1％

50％

10％

小田急電鉄(Odakyu Electric Railway)

開発
Planning

住宅販売
Real estate selling

賃貸業
Real estate leasing

小田急不動産
(Odakyu Real Estate)

仲介業 Brokerage business

小田急ビルサービス
(Odakyu Building Service)

ビル管理業
Building  maintenance

マンション管理業
Condominium maintenance

小田急ハウジング
(Odakyu Housing)

ビル・マンション管理業
Building・Condominium maintenance

リフォーム事業 Renovation business

戸建建築業
House construction business

小田急建設
(Odakyu Construction)

グループ住宅関連事業再編前 Before reorganization 事業再編後（2008年4月予定）

40％

小田急電鉄(Odakyu Electric Railway)

グループ住宅関連事業の再編グループ住宅関連事業の再編 
Reorganization of GroupReorganization of Group’’s housing related businesses  s housing related businesses  

開発 Planning

賃貸業
Real estate leasing

開発 Planning
開発

Planning

賃貸業 Real estate leasing

分譲業 Real estate selling
ビル管理業
Building  maintenance

マンション管理業
Condominium maintenance

賃貸業 Real estate leasing

分譲業 Real estate selling

住宅販売 Real estate selling

ビル・マンション管理業
Building・Condominium maintenance

リフォーム事業 Renovation business

戸建建築業
House construction business

仲介業 Brokerage business

100％
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分譲業 Real estate selling 分譲業 Real estate selling

After reorganization 
(scheduled April, 2008)



向ヶ丘遊園跡地利用に関する基本計画向ヶ丘遊園跡地利用に関する基本計画
Site of Site of ““ MukogaokaMukogaoka YuenYuen”” redevelopment plan redevelopment plan 
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ｽｹｼﾞｭｰﾙ Planned schedule

・01/2007 環境影響評価手続きに着手
Jan.2007  Environment impact assessment begins

・10/2009 着工予定
Oct.2009 Construction starts (Plan)

・2011年度 高齢者対応住宅を除く各施設竣工予定
FY2011  Construction ends except condominium for elderly people (Plan)

・2013年度 高齢者対応住宅竣工予定
FY2013  Completion of condominium for elderly people (Plan)

＊行政協議等により変更の可能性有り Schedules may change

事業ゾーン 約 70,000 ㎡
Residential and Commercial Zone
・生活支援施設、集合住宅、高齢者対応集合住宅

Convenience facilities for daily lives, condominium, 
condominium for elderly people 

ガーデンゾーン 約 70,000 ㎡
Garden, Culture and Recreation Zone

・花木園、ｶﾞｰﾃﾞﾝﾚｽﾄﾗﾝ、レクリエーション
Tree & flower park, garden restaurant, recreation facilities

緑地編入ｿﾞｰﾝ、樹林地ｿﾞｰﾝ 約77,000 ㎡
Green Zone

・都市計画緑地として緑を保全

Areas where green is preserved

敷地面積 Total area about 217,000 ㎡

開発面積 Developable area about 127,000㎡



一体化戦略一体化戦略 グループカードグループカード
Integration StrategyIntegration Strategy Group cardGroup card

小田急グループほか 約４００施設が加盟（2007年3月末現在）
小田急百貨店、ミロード、Odakyu OX などでのショッピング、ホテル・レストランでの宿泊や食事、
小田急ロマンスカー特急券購入時のポイント、クレジットカード利用時のクレジットポイントなど
Can be used  at over 400 Odakyu Group’s facilities and others （As of March, 2007）
Examples: Odakyu Department Stores, Mylord, Odakyu OX （Supermarket）, hotels, restaurants,  at the purchase of

Romance Car tickets and every time using the credit card

ＰＡＳＭＯ電子マネー PASMO e-money
小田急線41駅の売店、自販機などで使用可能(2007年3月現在)
Can be used at stores and vending machines located 41 Odakyu train stations

ＰＡＳＭＯ オートチャージ決済機能
PASMO automatic charge function

乗車回数に応じて「小田急乗車ポイント」の付与
Issuance of Odakyu train point according to the number of rides

交通ICカード ＰＡＳＭＯ 2007年3月導入

首都圏の鉄道、バスなどが１枚のＩＣカードに。
Ｓｕｉｃａとの相互利用が可能。

Introduction of IC transportation card “PASMO”
from March, 2007. Enable to use trains and buses in 
metropolitan area with one card.  Also mutual use is 
possible with Suica card

小田急ポイントとJALマイルの相互交換
Mutual use is possible with JAL mileage points, thus providing wide 
opportunity to gain points

ＪＡＬカードOPクレジット
2007月4月発行

OP credit card  with JAL 
from April, 2007

利便性の向上

Improving convenience

登録会員数 約１２４万人

（OPﾎﾟｲﾝﾄ専用カード会員を含む）
1,240,000 members including point only members

ポイント獲得の機会拡大

More opportunity to gain points

小田急ポイントカード小田急ポイントカード Odakyu Point Card
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業績の見通し業績の見通し
Forecast of consolidated operationsForecast of consolidated operations
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（単位：百万円） Millions of yen

ＲＯＡ＝営業利益／総資産（有価証券評価差額を除く） ROA=operating income / total assets (excluding net unrealized gain on securities)

ＲＯＥ＝当期純利益／純資産（有価証券評価差額を除く） ROE=net income / net assets (excluding net unrealized gain on securities) 

16,688783,000787,000766,311
有利子負債
Interest-bearing debt

△15,79074,00098,70089,790
設備投資
Capital expenditures

1,12918,30017,50017,170
当期純利益
Net income

△6,39630,60029,00036,996
経常利益
Ordinary income

△1,67846,50041,40048,178
営業利益
Operating income

11,907635,000628,000623,092
営業収益
Revenue from operations

0.27.78.17.5
有利子負債/ＥＢＩＴＤＡ倍率
Interest-bearing debt/EBITDA ratio

107101,80097,700101,692ＥＢＩＴＤＡ

ＲＯＥ（％）

ＲＯＡ（％）

減価償却費
Depreciation

△1.210.410.811.6

△0.33.63.33.9

1,78655,30056,30053,513

2006年度との比較
Change from FY2006

2008年度（計画）
FY2008 (plan)

2007年度（予想）
FY2007 (forecast)

2006年度（実績）
FY2006 (result)



業績の見通し（セグメント別）業績の見通し（セグメント別）
Forecast of consolidated operations (by segment)Forecast of consolidated operations (by segment)
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（単位：百万円） Millions of yen

11,907635,000628,000623,092合計 Total revenue from operations

2,316△67,000△64,500△69,316消去 Elimination

5,797105,800102,200100,002その他の事業 Other businesses

△13,76478,10086,10091,864建設業 Construction

4,65882,00073,40077,341不動産業 Real Estate

12,933268,500262,900255,566流通業 Merchandising

△33167,600167,900167,633運輸業 Transportations

営
業
収
益

営
業
利
益 1,3044,2003,0002,895その他の事業 Other businesses

△1,2431,3001,2002,543建設業 Construction

△3,13710,60010,60013,737不動産業 Real Estate

9245,6005,0004,675流通業 Merchandising

△1,20825,10022,70026,308運輸業 Transportations

△1,67846,50041,40048,178合計 Total operating income

消去 Elimination 1,682△300△1,100△1,982

2006年度との比較
Change from FY2006

2008年度（計画）
FY2008 (plan)

2007年度（予想）
FY2007 (forecast)

2006年度（実績）
FY2006 (result)



小田急電鉄株式会社
Odakyu Electric Railway Co., Ltd.

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。
Remarks

Figures about company’s business plans, future forecasts and strategies other than historical facts are forward-looking 
statements reflecting management’s view. 

Please note, since the forward-looking statements are based on information currently available, the actual results may 
differ from these forecasts.


