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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 57,644 ― 7,062 ― 6,230 ― 2,361 ―

20年3月期第1四半期 57,425 △1.0 7,131 0.8 6,702 10.8 4,132 16.8

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 ―

20年3月期第1四半期 12.20 ―

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 688,632 153,229 21.8 442.97
20年3月期 709,893 151,299 20.9 437.80

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  150,229百万円 20年3月期  148,347百万円

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  
 

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 ― 3.00 5.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 3.00 5.50

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 117,500 ― 12,500 ― 10,300 ― 4,900 ― 14.45
通期 245,800 2.8 23,800 0.9 20,300 △0.4 10,700 △11.7 31.55

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、３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、３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 
(1)業績予想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場合があります。
なお、業績予想に関する事項は、３ページ「【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「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 有

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 344,822,371株 20年3月期 344,822,371株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 5,676,529株 20年3月期 5,975,694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 338,923,156株 20年3月期第1四半期 338,768,808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１四半期におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰等を背景に、企業収益が厳しさを増すなど、

景気の先行きは不透明な状況にあります。
　このような状況の中で、当社グループは、全事業にわたり積極的な営業活動を展開するとともに、より一
層の経費削減に取り組むなど、業績の向上に努めてまいりました。また、「ＢＭＫ（ベストマナー向上）推進
運動」にも引き続き取り組み、お客様サービスの向上を図ってまいりました。
　その結果、全事業営業収益は576億４千４百万円（前年同期比0.4％増）となりましたが、全事業営業利益
は70億６千２百万円（前年同期比1.0％減）となり、経常利益は持分法投資利益の減少もあり62億３千万円
（前年同期比7.0％減）、四半期純利益は法人税額の増加により23億６千１百万円（前年同期比42.9％減）とな
りました。

事業の種類別セグメントの業績は以下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・路盤の強化や上野線等の高架橋耐震補強工事を行
ったほか、更新を進めているデジタルＡＴＳについて、今年度実施箇所の詳細設計を行いました。また、安
全に関する内部監査を実施するなど、引き続き鉄道の安全対策に努めました。
　大規模工事では、平成22年度の成田新高速鉄道開業に向け、日暮里駅改良工事や北総線内改良工事を推進
したほか、高砂駅金町線高架化工事では、基礎工事を実施いたしました。また、船橋市内連続立体化工事に
ついては、京成船橋駅西口改札の通路や駅高架下の整備を行いました。さらに押上線連続立体化工事につい
ては、墨田区内・葛飾区内において用地買収や詳細設計等を実施し、墨田区内では準備工事を推進いたしま
した。
　営業面では、成田空港輸送開始30周年の記念キャンペーンを実施したほか、サービス介助士の資格取得等
を推進いたしました。
　バス事業では、一般乗合バス路線において、環七シャトルバスの大幅な増便や、行田団地線、深夜急行バ
ス等の路線延長を行ったほか、高速バス路線において、「名古屋～東京ディズニーリゾート線」を横浜駅（Ｙ
ＣＡＴ）経由に変更するなど、需要喚起に努めるとともにお客様の利便性向上を図りました。
　以上の結果、営業収益は290億６千３百万円（前年同期比1.2％増）となりましたが、タクシー業における
燃料価格高騰の影響等により営業利益は55億７千７百万円（前年同期比0.2％減）となりました。

　＜流通業＞

百貨店業では、京成百貨店が創業百周年を迎えたことを記念した各種イベントを開催いたしました。
　ストア業では、青砥駅前店においてＩＣカード「ＰＡＳＭＯ」の電子マネーサービスを開始し、お客様の
利便性向上を図ったほか、各種営業施策の実施により、営業力の強化に努めました。
　以上の結果、営業収益は212億２千７百万円（前年同期比1.3％増）となりましたが、京成ストアの新店舗
開業関連費用の負担等により営業利益は４億９千万円（前年同期比17.4％減）となりました。

　＜不動産業＞

不動産販売業では、成田市公津の杜の中高層住宅「サングランデアルフィーヌ」や、「谷津ローズタウン」
等の戸建住宅及び成田市公津の杜の分譲土地を販売いたしました。
  不動産賃貸業では、前期より賃貸を開始した「パンシオン公津の杜」（空港関連企業向け賃貸社宅）、「セブ
ンタウン常盤平店」（複合商業施設）等が収益力向上に大きく寄与いたしました。また、成田市花崎町におい
て新規賃貸物件の建設に着手いたしました。
　以上の結果、営業収益は40億３千２百万円（前年同期比11.1％増）となりましたが、営業利益は９億１千
２百万円（前年同期比5.0％減）にとどまりました。

　＜レジャー・サービス業＞

レジャー・サービス業では、映画業において、京成ローザ開館50周年を記念して、名作50作品の特別記念
上映を開始いたしました。また、ホテル業において、お客様のニーズに合わせた婚礼プランの販売を行うな
ど、集客力及び収益力の強化に努めました。
　しかしながら、天候不順による観光客の減少もあり営業収益は31億５千３百万円（前年同期比2.0％減）、
営業利益は９千７百万円（前年同期比12.2％減）となりました。

　＜建設業＞

建設業では、鉄道施設改良工事や分譲住宅の新築工事を行いました。また、営業力の強化により受注の確
保に努めました。
　しかしながら、前期の改正建築基準法施行の影響等により営業収益は27億４千万円（前年同期比25.0％減）
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となりましたが、営業利益は前年同期と比べ改善し４千７百万円となりました。

２. 連結財政状態に関する定性的情報
資産合計は3.0％（212億６千万円）減の6,886億３千２百万円となりました。これは「分譲土地建物」が

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴う評価損計上等により43億１千１百万円減少したほか、「投
資有価証券」が㈱オリエンタルランドの自己株式公開買付に応募し、同社株式を売却したこと等により133億
９百万円減少したことが主たる要因です。
  負債合計は、4.2％（231億９千１百万円）減の5,354億２百万円となりました。これは、「前受金」が工事
負担金等の受入れ等により49億５千２百万円増加した一方、社債が償還により150億円減少したこと及び借入
金が68億３千９百万円減少したことが主たる要因です。
  純資産合計は、1.3％（19億３千万円）増の1,532億２千９百万円となりました。これは、「利益剰余金」が
四半期純利益23億６千１百万円の計上等により13億２千７百万円増加したことが主たる要因です。

３. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては概ね順調な業績で推移して

おりますので、平成20年６月20日に発表しました数値と変更はありません。

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) : 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
① たな卸資産の評価方法
　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地
棚卸高を基礎として合理的な方法により算定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。
② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
　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
① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「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。
② 当第１四半期連結会計期間より「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、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変
更しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が3,782百万円減少しておりま
す。
③ 当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年３月
30日改正)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 平成19年３月
30日改正)を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理から通常の売買処理に係る会計処理に変更しております。
　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
　この変更による損益に与える影響は軽微であります。
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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 28,712 28,301

受取手形及び売掛金 12,864 12,976

分譲土地建物  22,652 26,963

商品 2,718 2,555

仕掛品 2,816 1,941

原材料及び貯蔵品 1,366 1,346

繰延税金資産 3,430 4,232

その他 25,144 27,555

貸倒引当金 △80 △78

流動資産合計 99,625 105,795

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 265,693 268,287

機械装置及び運搬具（純額） 22,934 23,692

土地 124,505 124,422

建設仮勘定 35,303 34,988

その他（純額） 2,569 2,518

有形固定資産合計 451,006 453,909

無形固定資産

のれん 1,769 1,903

その他 7,654 7,775

無形固定資産合計 9,423 9,679

投資その他の資産

投資有価証券 98,074 111,383

長期貸付金 357 366

繰延税金資産 15,584 13,800

その他 15,284 15,676

貸倒引当金 △874 △874

投資その他の資産合計 128,426 140,353

固定資産合計 588,856 603,941

繰延資産 150 155

資産合計 688,632 709,893
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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 14,441 18,298

短期借入金 70,136 72,243

1年内償還予定の社債 160 15,160

未払法人税等 4,800 4,683

前受金 51,776 46,824

賞与引当金 1,866 2,922

役員賞与引当金 23 129

その他 28,021 28,890

流動負債合計 171,225 189,152

固定負債

社債 71,350 71,350

長期借入金 171,754 176,485

鉄道・運輸機構長期未払金 84,556 84,556

繰延税金負債 390 340

退職給付引当金 24,197 24,221

役員退職慰労引当金 437 501

負ののれん 279 301

その他 11,211 11,684

固定負債合計 364,177 369,441

負債合計 535,402 558,594

純資産の部

株主資本

資本金 36,803 36,803

資本剰余金 27,980 27,978

利益剰余金 85,798 84,470

自己株式 △1,801 △1,989

株主資本合計 148,781 147,262

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,471 1,160

繰延ヘッジ損益 △22 △75

評価・換算差額等合計 1,448 1,084

少数株主持分 2,999 2,951

純資産合計 153,229 151,299

負債純資産合計 688,632 709,893
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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  57,644

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 41,281

販売費及び一般管理費 9,300

営業費合計 50,582

営業利益 7,062

営業外収益

受取利息 82

受取配当金 87

持分法による投資利益 833

その他 486

営業外収益合計 1,490

営業外費用

支払利息 2,003

その他 318

営業外費用合計 2,321

経常利益 6,230

特別利益

持分変動利益 4,772

その他 393

特別利益合計 5,166

特別損失

たな卸資産評価損 3,782

その他 460

特別損失合計 4,243

税金等調整前四半期純利益 7,154

法人税、住民税及び事業税 5,729

法人税等調整額 △1,018

法人税等合計 4,711

少数株主利益 81

四半期純利益 2,361
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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 7,154

減価償却費 4,703

固定資産圧縮損 344

固定資産除却損 152

繰延資産償却額 5

退職給付会計基準変更時差異の処理額 189

のれん償却額 112

退職給付引当金の増減額（△は減少） △213

受取利息及び受取配当金 △170

支払利息 2,003

持分法による投資損益（△は益） △833

持分変動損益（△は益） △4,772

工事負担金等受入額 △388

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,252

その他 3,043

小計 14,583

利息及び配当金の受取額 934

利息の支払額 △1,447

法人税等の支払額 △5,371

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △9,125

固定資産の売却による収入 14

工事負担金等受入による収入 4,752

投資有価証券の取得による支出 △17

投資有価証券の売却による収入 18,809

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,430

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） △1,455

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △5,584

社債の償還による支出 △15,000

配当金の支払額 △1,034

その他 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 228

現金及び現金同等物の期首残高 27,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,027
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「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１四半期連結累計期間(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)

(単位:百万円)

運輸業 流通業 不動産業
レジャー・

建設業
その他の

計
消去又は

連 結
サービス業 事 業 全 社

　 営業収益

　(1) 外部顧客に対する
28,903 20,971 2,638 2,535 1,655 938 57,644 ― 57,644

　 営業収益

　(2) セグメント間の内部
160 255 1,393 617 1,084 379 3,890 (3,890) ―

　 営業収益又は振替高

計 29,063 21,227 4,032 3,153 2,740 1,318 61,534 (3,890) 57,644

    営 業 利 益 5,577 490 912 97 47 47 7,174 ( 112) 7,062

(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

運輸業  ― 鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。
　流通業               ― 百貨店業等により商品の販売等を行っております。
　不動産業             ― 建物の賃貸、土地及び建物の販売等を行っております。
　レジャー・サービス業 ― 映画、ホテル、飲食業等を行っております。
　建設業               ― 土木・建築工事、電気工事等の請負を行っております。
　その他の事業         ― 鉄道車両の整備、自動車車体の製造及び自動車教習所の経営等を行

                                   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)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため記載しておりません。

【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)

　  海外売上高は僅少なため記載を省略しております。

(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１四半期連結累計期間(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」

(1)(要約)前第１四半期連結損益計算書

                               （単位：百万円）

科  目
前第１四半期

(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

営業収益  57,425

営業費 50,293

　 営業利益 7,131

営業外収益 2,017

営業外費用 2,445

　 経常利益 6,702

特別利益 1,872

特別損失 1,933

　税金等調整前四半期純利益 6,642

　法人税等合計 2,391

　少数株主利益 117

　四半期純利益 4,132

　 (注) (前第１四半期)

　 １. 営業外収益の主な内訳

　持分法による投資利益 1,408百万円

　 ２． 営業外費用の主な内訳

　支払利息 2,138百万円

　 ３． 特別利益の主な内訳

　工事負担金等受入額 1,781百万円

　 ４． 特別損失の主な内訳

　固定資産圧縮損 1,726百万円

(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(自平成19年４月１日 至平成19年６月30日)

(単位:百万円)

運輸業 流通業 不動産業
レジャー・

建設業
その他の

計
消去又は

連 結
サービス業 事 業 全 社

　 営業収益

　(1) 外部顧客に対する
28,593 20,781 2,526 2,644 2,123 755 57,425 ― 57,425

　 営業収益

　(2) セグメント間の内部
119 177 1,102 571 1,532 346 3,850 (3,850) ―

　 営業収益又は振替高

計 28,712 20,959 3,628 3,216 3,655 1,102 61,276 (3,850) 57,425

    営 業 費 用 23,124 20,365 2,667 3,105 3,668 1,057 53,988 (3,694) 50,293

    営業利益又は

　  営業損失(△)
5,588 594 961 111 △ 12 45 7,288 ( 156) 7,131
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