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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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）

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 ％

21年3月期第1四半期 77,472 ― 8,429 ― 6,790 ― 3,609 ―
20年3月期第1四半期 76,916 3.7 9,436 21.4 7,871 26.1 4,286 15.3

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

21年3月期第1四半期 6.97 6.58
20年3月期第1四半期 8.13 7.67

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

21年3月期第1四半期 859,796 159,450 18.5 306.82
20年3月期 879,372 157,508 17.9 303.11

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  158,998百万円 20年3月期  157,069百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

   20年３月期期末配当金の内訳 特別配当 １円00銭  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2.50 ― 3.50 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 160,000 ― 16,500 ― 12,300 ― 6,500 ― 12.54
通期 317,000 0.8 30,100 △6.4 21,800 △12.2 12,000 △10.5 23.16

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果と
なる可能性があります。 
  当連結会計年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  537,413,854株 20年3月期  537,413,854株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  19,192,045株 20年3月期  19,219,452株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  518,211,145株 20年3月期第1四半期  527,550,694株
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【定性的情報・財務諸表等】

１. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期のわが国経済は、原油価格の高騰の影響などにより、個人消費が伸び悩み、企業収益の減少

がみられるなど、景気回復の足踏み状態が続きました。

このような状況のなか、当社グループでは、安全を最優先し、その強化に全力を傾けました。また、当社

創立110周年記念企画の実施など、引き続き各事業において積極的な営業活動を展開するとともに、経営の効

率化に取り組みました。 

　この結果、当第１四半期の営業収益は774億７千２百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益は84億２千９百

万円（前年同期比10.7％減）、経常利益は67億９千万円（前年同期比13.7％減）、四半期純利益は36億９百万

円（前年同期比15.8％減）となりました。 

　次に、事業別の業績についてご報告いたします。 

交通事業

鉄道事業では、東京都交通局と共同で、空港線の利用促進のための企画を行うなど、沿線への旅客誘致に

努めました。また、引き続き安全対策を最重要課題とし、高機能ＡＴＳ（自動列車停止装置）更新工事など

を実施しました。さらに、連続立体交差化工事を推進し、５月に、京急蒲田駅付近の上り本線を高架化した

ほか、大師線では地下化工事を進めました。このほか、安全性と利便性の向上を図るため、追浜駅などでバ

リアフリー化を進めました。また、羽田空港の国際化に対応するため、日本の空の玄関口にふさわしい機能

を備えた国際ターミナル駅（仮称）の建設工事を推進しました。 

　乗合・貸切自動車事業では、京浜急行バス㈱は、新横浜～成田空港線を新設したほか、羽田空港関連路線

が好調に推移し、増収となりました。また、川崎鶴見臨港バス㈱は、インターネット上でバスの運行状況な

どを案内するシステムの導入を進め、利便性の向上を図ったほか、臨港グリーンバス㈱は、公営交通から路

線の委託を受けました。 

　以上の結果、交通事業の営業収益は296億７千２百万円（前年同期比0.03％減）、営業利益は52億５千２百

万円（前年同期比8.4％減）となりました。 

不動産事業

不動産販売業では、横須賀リサーチパーク（ＹＲＰ）の研究所用地を販売しました。また、京急不動産㈱

は、横浜駅東口に隣接するヨコハマポートサイド地区で、他社との共同事業による分譲マンション「パーク

タワー横濱ポートサイド」を販売しました。 

　不動産賃貸業では、テナント誘致などに取り組み、引き続き高稼働率の維持に努めたほか、京急開発㈱の

賃貸ビル「横浜イーストスクエア」が４月に竣工するなど、収益の向上を図りました。 

　以上の結果、前年同期に大型分譲マンションの売り上げを計上したことなどもあり、不動産事業の営業収

益は87億８千７百万円（前年同期比17.8％減）、営業利益は17億３千５百万円（前年同期比20.6％減）となり

ました。 
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レジャー・サービス事業

ホテル業では、シティホテル事業を統括する㈱京急パシフィックホテルズを設立するとともに、ホテル グ

ランパシフィック ＬＥ ＤＡＩＢＡおよびホテルパシフィック東京は、６月から新たに「パシフィックホテ

ル」ブランドとして営業を展開しました。また、羽田空港などの利用客を対象としたビジネスホテル「京急

ＥＸイン 大森海岸駅前」が順調に稼働したほか、「京急ＥＸイン 新馬場駅北口」の建設を進めました。 

　以上の結果、レジャー・サービス事業の営業収益は125億４千６百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益

は、シティホテルのブランド変更に伴う営業費用の増加もあり、３億２千３百万円（前年同期比27.9％減）

となりました。 

流通事業

百貨店業では、㈱京急百貨店は、顧客ニーズに対応した商品構成の見直しを行うなど、積極的な営業活動

を展開しました。また、ストア業では、㈱京急ストアは、金沢文庫店のリニューアルなどの効果もあり、増

収となりました。さらに、㈱京急ショッピングセンターは、ウィング高輪 ＷＥＳＴに新規テナントを誘致し

たことなどにより、増収となりました。 

　以上の結果、流通事業の営業収益は235億６千５百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益は４億３千７百万

円（前年同期比0.8％増）となりました。 

その他事業

京急建設㈱および京急電機㈱は、引き続き鉄道の安全対策工事などを行ったほか、受注した大型工事の竣

工などもあり、増収となりました。 

　以上の結果、その他事業の営業収益は105億８千１百万円（前年同期比20.1％増）、営業利益は５億４千７

百万円（前年同期比1.2％減）となりました。 

２. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少などにより前期末比195億７千６百万円減

少しました。 

　負債につきましては、社債の償還などにより前期末比215億１千８百万円減少しました。 

　また、純資産は、四半期純利益による増加などにより前期末比19億４千２百万円増加しました。 

(2) キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費などの資金収入から、

仕入債務の減少などの資金支出を差し引き、48億２千万円の資金支出となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、工事負担金等受入などによる資金の入金がありましたが、鉄道

事業等設備投資を中心とした資金の出金により20億９千４百万円の資金支出となりました。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの発行などによる資金収入がありまし

たが、社債の償還などにより173億８千５百万円の資金支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の第１四半期連結会計期間末残高は、267億４千７百万円となりました。

３. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月14日発表の業績予想に変更はありません。

４. その他

(1) 期中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）

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

イ．たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

ロ．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額を期間按分して算定する

方法によっております。

ハ．法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

イ．当連結会計年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

ロ．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、当第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」（企業会計基準委員会

平成18年７月５日 企業会計基準第９号）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。

　なお、当該変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。
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５. 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１四半期連結会計期間末

(平成20年６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 26,844 51,145

受取手形及び売掛金 18,159 14,584

商品及び製品 2,406 2,342

分譲土地建物 84,813 82,654

仕掛品 6,364 4,245

原材料及び貯蔵品 637 577

繰延税金資産 7,186 5,008

その他 5,935 6,562

貸倒引当金 △145 △149

流動資産合計 152,203 166,972

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 285,318 281,369

機械装置及び運搬具（純額） 40,388 42,207

土地 141,105 140,807

建設仮勘定 153,736 158,589

その他（純額） 8,077 8,348

有形固定資産合計 628,626 631,322

無形固定資産

のれん 2,523 2,704

その他 5,456 5,229

無形固定資産合計 7,979 7,934

投資その他の資産

投資有価証券 40,980 39,561

長期貸付金 2,470 2,453

繰延税金資産 6,781 10,247

その他 21,358 21,492

貸倒引当金 △604 △610

投資その他の資産合計 70,986 73,143

固定資産合計 707,592 712,400

資産合計 859,796 879,372
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 44,938 56,458

短期借入金 116,688 115,652

コマーシャル・ペーパー 45,000 30,000

1年内償還予定の社債 21,930 51,946

未払法人税等 1,716 7,728

繰延税金負債 216 205

前受金 7,339 6,131

賞与引当金 1,818 1,369

役員賞与引当金 0 128

その他の引当金 727 747

その他 28,486 27,386

流動負債合計 268,862 297,754

固定負債

社債 80,000 80,000

長期借入金 212,625 214,233

繰延税金負債 194 191

退職給付引当金 9,276 8,912

役員退職慰労引当金 591 587

長期前受工事負担金 98,677 90,011

その他 30,117 30,171

固定負債合計 431,482 424,109

負債合計 700,345 721,864

純資産の部

株主資本

資本金 39,464 39,464

資本剰余金 42,005 42,009

利益剰余金 86,930 85,134

自己株式 △13,735 △13,755

株主資本合計 154,664 152,851

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,333 4,217

評価・換算差額等合計 4,333 4,217

少数株主持分 452 438

純資産合計 159,450 157,508

負債純資産合計 859,796 879,372
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業収益 77,472

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 61,587

販売費及び一般管理費 7,455

営業費合計 69,042

営業利益 8,429

営業外収益

受取利息 36

受取配当金 282

持分法による投資利益 25

その他 312

営業外収益合計 657

営業外費用

支払利息 2,075

その他 221

営業外費用合計 2,296

経常利益 6,790

特別利益

工事負担金等受入額 72

特別利益合計 72

特別損失

固定資産除却損 307

固定資産圧縮損 72

特別損失合計 379

税金等調整前四半期純利益 6,483

法人税、住民税及び事業税 1,640

法人税等調整額 1,219

法人税等合計 2,860

少数株主利益 13

四半期純利益 3,609
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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１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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 6,483

減価償却費 7,158

有形固定資産除却損 388

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10

賞与引当金の増減額（△は減少） 449

未払賞与の増減額（△は減少） △1,693

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △128

退職給付引当金の増減額（△は減少） 363

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3

その他の引当金の増減額（△は減少） △20

受取利息及び受取配当金 △319

支払利息 2,075

持分法による投資損益（△は益） △25

工事負担金等受入額 △72

固定資産圧縮損 72

売上債権の増減額（△は増加） △4,619

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,402

仕入債務の増減額（△は減少） △5,733

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,732

未払消費税等の増減額（△は減少） 359

前受金の増減額（△は減少） 1,129

その他 1,060

小計 4,251

利息及び配当金の受取額 320

利息の支払額 △1,940

法人税等の支払額 △7,452

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入 10

投資有価証券の取得による支出 △1,197

有形固定資産の取得による支出 △10,549

有形固定資産の売却による収入 93

無形固定資産の取得による支出 △482

長期貸付けによる支出 △29

長期貸付金の回収による収入 12

工事負担金等受入による収入 9,905

その他 143

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,094
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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） 1,330

長期借入れによる収入 5,800

長期借入金の返済による支出 △7,702

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 15,000

社債の償還による支出 △30,000

配当金の支払額 △1,813

その他 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,300

現金及び現金同等物の期首残高 51,048

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,747
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当連結会計年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）

交通事業

(百万円)

不動産

事業

(百万円)

レジャー

・サービス

事業

(百万円)

流通事業

(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)

　営 業 収 益

　(1) 外部顧客に対
29,140 7,198 11,631 23,036 6,466 77,472 0 77,472

     する営業収益

　(2) セグメント間

532 1,588 915 529 4,114 7,680 (7,680) 0　 の内部営業収

　 益又は振替高

計 29,672 8,787 12,546 23,565 10,581 85,153 (7,680) 77,472

　営 業 利 益 5,252 1,735 323 437 547 8,297 132 8,429

(注) １ 事業区分の方法

　  日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分してお

ります。

２ 各事業区分の主要な事業内容

交通事業 ……………………… 鉄道、乗合・貸切自動車、タクシー等の営業を行っております。

不動産事業 …………………… 土地・建物の販売、土地・建物の賃貸を行っております。

レジャー・サービス事業 …… ホテル・旅館、レジャー施設、ゴルフ場、飲食店、水族館等の営業を行って

おります。

流通事業 ……………………… 百貨店業、ストア業を中心に商品の販売を行っております。

その他事業 …………………… 建設・土木・電気設備の工事、輸送用機器の修理・改造、ビル管理業務およ

び自動車教習所等の経営を行っております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日)

本国以外の国、または地域に所在する連結子会社ならびに在外支店はありません。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日)

海外売上高がないため、記載しておりません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1) 四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

科   目 金額(百万円)

Ⅰ 営業収益 76,916

Ⅱ 営業費 67,479

　１ 運輸業等営業費及び売上原価 60,441

　２ 販売費及び一般管理費 7,037

　 営業利益 9,436

Ⅲ 営業外収益 712

　１ 受取利息及び配当金 363

　２ 持分法による投資利益 20

　３ その他の収益 328

Ⅳ 営業外費用 2,277

　１ 支払利息 1,963

　２ その他の費用 314

　 経常利益 7,871

Ⅴ 特別利益 153

　１ 工事負担金受入額 153

Ⅵ 特別損失 153

　１ 工事負担金受入額圧縮損 153

　 税金等調整前四半期純利益 7,871

　 法人税、住民税及び事業税 3,550

　 法人税等調整額 18

　 少数株主利益 16

　 四半期純利益 4,286

(2) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日）

交通事業

(百万円)

不動産

事業

(百万円)

レジャー

・サービス

事業

(百万円)

流通事業

(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)

　営 業 収 益

　(1) 外部顧客に対
29,128 9,153 11,725 22,546 4,362 76,916 0 76,916

     する営業収益

　(2) セグメント間

553 1,540 935 669 4,444 8,143 (8,143) 0　 の内部営業収

　 益又は振替高

計 29,682 10,693 12,660 23,216 8,807 85,060 (8,143) 76,916

  営 業 費 23,949 8,507 12,211 22,782 8,253 75,704 (8,224) 67,479

　営 業 利 益 5,732 2,186 448 434 554 9,356 80 9,436
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６．その他の情報

【鉄道運輸成績】

科 目
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間 増 減

 （自 平成19年４月１日  （自 平成20年４月１日
金 額 割 合   至 平成19年６月30日）    至 平成20年６月30日）

百万円 百万円 百万円 ％

 運 輸 収 入

定    期 7,707 7,779 72 0.9

定 期 外 11,369 11,249 △ 120 △ 1.1

計 19,076 19,029 △ 47 △ 0.2

千人 千人 千人 ％

 輸 送 人 員

定    期 63,995 64,278 283 0.4

定 期 外 48,697 48,853 156 0.3

計 112,692 113,131 439 0.4
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