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(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第2四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20年9月30日)
(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

 

21年3月期第2四半期

百万円

281,894

％

―

百万円

24,400

％

―

百万円

18,525

％

―

百万円

11,289

％

―

20年3月期第2四半期 303,303 △0.1 25,944 △4.0 21,576 △0.4 12,680 30.5

 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

 

21年3月期第2四半期

円 銭

15.48

円 銭

―

20年3月期第2四半期 17.62 ―

 
(2)連結財政状態
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

 

21年3月期第2四半期

百万円

1,295,853

百万円

217,689

％

16.6

円 銭

294.30

20年3月期 1,293,446 211,780 16.2 285.85

(参考)自己資本　　　　　21年3月期第2四半期　214,465百万円　　　　　20年3月期　208,766百万円
 
 
2. 配当の状況

 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

 

20年3月期

円 銭

―

円 銭

3.00

円 銭

―

円 銭

3.00

円 銭

6.00

21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

　21年3月期(予想) ――― ――― ― 3.00 6.00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無　無
 
 
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)

(％表示は対前期増減率)

 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

 

通期

百万円

572,000

％

△8.3

百万円

37,500

％

△14.6

百万円

24,700

％

△24.4

百万円

14,000

％

△26.0

円 銭

19.20

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無　有
 
 
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、６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)　

① 会計基準等の改正に伴う変更　　有　

② ①以外の変更　　　　　　　 　 有

(注)詳細は、６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)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)   　　21年3月期第2四半期　736,995,435株　　　20年3月期         　736,995,435株

② 期末自己株式数　　　　　　　       　　21年3月期第2四半期　　8,253,046株　　　20年3月期　 　    　　6,645,938株

③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 　　21年3月期第2四半期　729,334,828株　　　20年3月期第2四半期　719,731,541株
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1.業績予想につきましては、現時点で得られた情報にもとづいて算定しております。従って、実際の業績は業況の変化などにより記載の予想とは
異なる場合があります。
業績予想に関する事項は、６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参照ください。

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。
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」（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を適用しております。
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【定性的情報・財務諸表等】

連結経営成績に関する定性的情報において比較、分析に用いた前年同期数値は参考として記載して

おります。

 

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月～９月）のわが国経済は、原油や原材料価格の高騰や

輸出の増勢鈍化により企業収益が減少するなか、民間設備投資に停滞感が漂うとともに、雇用・

所得環境の改善が進まず個人消費に弱めの動きが見られたほか、米国などにおける金融不安の高

まりもあり、景気の先行きに後退懸念が広がる状況となりました。

このような状況のもと、当社グループでは各事業にわたり積極的な営業活動を展開いたしました

が、前期末に小田急建設㈱（現大和小田急建設㈱）が当社の連結範囲から除外されたことなどに

より、営業収益は2,818億９千４百万円と、前年同期に比べ214億９百万円の減少（前年同期比

7.1％減）となりました。また、営業利益は244億円と、前年同期に比べ15億４千３百万円の減少

（前年同期比6.0％減）となったほか、経常利益は185億２千５百万円と、前年同期に比べ30億５

千１百万円の減少（前年同期比14.1％減）となりました。これに伴い、四半期純利益は112億８千

９百万円と、前年同期に比べ13億９千１百万円の減少（前年同期比11.0％減）となりました。

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。

 

運　輸　業

運輸業につきましては、安全を第一に快適で良質な輸送サービスを提供することが最も重要な

社会的責任であると捉え、「安全管理規程」の適正な運用に基づいた輸送の安全を確保するため

の取組みを継続的に推進しております。その取組みの一環として、本年６月には当社において、

情報の共有化を促進する観点から統括安全マネジメント委員会を中核とする新たな組織体制を構

築し、安全管理体制の一層の強化を図ったほか、グループ各社においても各種設備投資をはじめ

とする安全の質を高めるための諸施策を鋭意進めました。

鉄道事業につきましては、輸送面において、最重要課題である当社線近郊区間の複々線化の早

期完成に向け、工事中区間の東北沢～世田谷代田間において、線路下でのシールドトンネル掘進

を開始するとともに、東北沢～下北沢間上り線を仮線路に切り替えるなど、地下化に必要な工事

の進捗に努めました。また、複々線化事業による輸送力増強効果をより一層発揮させるため、和

泉多摩川～向ヶ丘遊園間改良工事を鋭意推進いたしました。

営業面においては、テレビコマーシャルの放映等の宣伝展開によりロマンスカーの利用促進や

箱根地区への旅客誘致を図ったほか、箱根フリーパスや小田急東京メトロパスをはじめとした企

画乗車券の積極的な販売を行い、収益の向上に努めました。また、箱根登山鉄道㈱では創業120

周年を記念したキャンペーンを展開したことをはじめ、各社で輸送需要の喚起を図る施策を実施

いたしました。

これらのほか、ＩＣカード乗車券ＰＡＳＭＯについては、乗車券としての利便性はもとより、

「ＯＰクレジットカード」と組み合わせたサービスや電子マネーサービスの充実などを背景に利

用者数が順調に増加しました。

施設面においては、当社において列車運行の抜本的な安全性の向上を図る観点から新列車制

御システム「Ｄ－ＡＴＳ－Ｐ」の導入工事を進めたほか、踏切事故の未然防止や障害発生時の

より迅速な対応を実現するため「踏切集中監視システム」を導入する工事を引き続き推進いた

しました。また、新百合ヶ丘駅や海老名駅をはじめ当社線の各駅において改良工事の進捗に努

めたほか、箱根登山鉄道㈱が箱根湯本駅の改良工事を鋭意進めるとともに、本年10月の風祭駅の

使用開始に向け改良工事を進捗させるなど、各社でバリアフリー化を含めた駅施設の充実を図り

ました。
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自動車運送事業につきましては、小田急バス㈱などで新たな車両の導入を進め、排出ガスの低

公害化等を図るとともにバリアフリー化をはじめとする輸送サービスの向上に努めました。また、

各社でお客さまのニーズに対応したダイヤ改正や運行路線の見直しを行ったほか、ＩＣカード乗

車券ＰＡＳＭＯをご利用いただける路線を順次拡大するなど、利便性の向上を図りました。

以上の結果、当社の輸送人員が堅調に推移したことに加え、バス事業においても都市部を中心

に輸送人員が増加したことなどにより、営業収益は881億３百万円と、前年同期に比べ13億４千

１百万円増加（前年同期比1.5％増）いたしました。しかしながら、営業利益につきましては、

当社における修繕費や動力費などの増加や、バス事業における原油価格上昇に伴う燃料費の増加

などにより、165億９百万円と、前年同期に比べ２億７千９百万円の減少（前年同期比1.7％減）

となりました。

(業種別営業成績表)

業種別

当第２四半期連結累計期間
（20．４．１～20．９．30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

鉄道事業 65,010 △0.0

自動車運送事業 20,662 10.0

タクシー事業 1,965 △2.4

航路事業 1,177 5.5

索道業 924 20.2

その他 558 △3.5

消去 △2,195 ―

営業収益計 88,103 1.5

 

流　通　業

百貨店業につきましては、㈱小田急百貨店において、新宿店本館レストラン街「マンハッタン

ヒルズ」の14階がリニューアルオープンしたほか、2009年秋の完成を目指し進めている新宿店の

全面改装工事の一環として、婦人服売場の一部や宝飾・時計売場等が先行オープンするなど、品

揃えや商品構成の一層の充実を図りました。また、各店で催事をはじめとした各種営業施策を積

極的に展開し収益の拡大に努めたほか、新宿店全面改装工事とあわせて行っているエスカレー

ター増設工事や町田店の設備更新工事を推進するなど施設の充実を図りました。

ストア業等につきましては、小田急商事㈱が運営するスーパーマーケット「Ｏｄａｋｙｕ　Ｏ

Ｘ」において、認証取得している「ＩＳＯ９００１」を踏まえた品質管理に関する改善活動を継

続的に実施し、より上質な商品やサービスの提供を通じた顧客満足の向上に努めたほか、コンビ

ニエンスストアや駅構内売店のリニューアルを実施し店舗の活性化を図るなど事業基盤の強化に

積極的に取り組みました。

しかしながら、百貨店業において、町田店が堅調に推移したものの、全面改装工事を実施して

いる新宿店が減収となったことから、営業収益は1,276億６千８百万円と、前年同期に比べ14億

６千６百万円減少（前年同期比1.1％減）いたしました。営業利益につきましても、百貨店業の

減収に伴い21億７千万円と、前年同期に比べ８億５千７百万円の減少（前年同期比28.3％減）と

なりました。
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(業種別営業成績表)

業種別

当第２四半期連結累計期間
（20．４．１～20．９．30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

百貨店業

小田急百貨店新宿店 53,964 △4.5

小田急百貨店町田店 23,719 2.7

小田急百貨店藤沢店 8,474 △1.5

その他 3,726 1.3

計 89,884 △2.2

ストア業等 42,586 1.5

消去 △4,802 ―

営業収益計 127,668 △1.1

 

不　動　産　業

不動産分譲業につきましては、小田急不動産㈱において戸建住宅「町田やくし台Ｈｅａｒｔｙ

　Ｈｉｌｌ」やマンション「小田急プラウディア片平」を分譲したほか、新たな分譲物件の統一

ブランド「ＬＥＡＦＩＡ（リーフィア）」の展開を開始するなど、積極的な営業活動を実施し、

収益の拡大に努めました。

不動産賃貸業につきましては、経堂地区において賃貸商業施設等を配置した複合的な街づくり

を行う開発計画に本格的に着手したほか、小田急不動産㈱においてオフィスビル等の取得を推進

するなど事業基盤の拡充を進めました。また、当社が運営する新宿ミロードをはじめとする賃貸

施設では各種営業施策を積極的に展開し、営業力の強化および収益の拡大に努めました。

以上の結果、不動産分譲業において不動産市況低迷の影響により販売戸数が減少したものの、

不動産賃貸業において昨年９月に小田急西新宿ビル㈱が取得したオフィスビルの賃貸収入が計上

されたことにより、営業収益は340億９千９百万円と、前年同期に比べ４億６千１百万円増加（前

年同期比1.4％増）いたしました。しかしながら、営業利益につきましては、昨年９月に実施し

た株式交換により当社が小田急不動産㈱を完全子会社化したことに伴い発生したのれんの償却な

どにより59億６千３百万円と、前年同期に比べ３億６千４百万円の減少（前年同期比5.8％減）

となりました。

 

(業種別営業成績表)

業種別

当第２四半期連結累計期間
（20．４．１～20．９．30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

不動産分譲業 14,706 △12.0

不動産賃貸業 20,791 13.1

その他 910 △4.0

消去 △2,309 ―

営業収益計 34,099 1.4
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そ　の　他　の　事　業

ホテル業につきましては、㈱ホテル小田急が運営する「ハイアットリージェンシー東京」にお

いて設備更新および営業施設改修工事などを引き続き推進し施設の充実を図ったほか、㈱小田急

リゾーツ（旧国際観光㈱）が運営する「小田急山のホテル」ではリニューアルした宴会場を活用

した宿泊・婚礼プランを発売するなど、上質なサービスの提供に努めました。

レストラン飲食業につきましては、㈱小田急レストランシステムおよびジローレストランシス

テム㈱において、新規業態の開発とあわせ、両社で10店舗の新規出店、３店舗の改装を実施する

など、集客力の強化を図りました。

以上の結果、ホテル業におけるハイアットリージェンシー東京の改修工事に伴う客室の売り止

めの拡大があったものの、建設業セグメントの廃止により小田急設備㈱（現㈱小田急エンジニア

リング）がその他の事業に移行したことから、営業収益は491億８千６百万円と、前年同期に比

べ１億６千３百万円増加（前年同期比0.3％増）いたしました。　　　

しかしながら、ホテル業における改修工事の影響などにより、３億７千５百万円の営業損失を

計上いたしました。

(業種別営業成績表)

業種別

当第２四半期連結累計期間
（20．４．１～20．９．30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

ホテル業

ハイアットリージェンシー
東京

4,749 △14.4

ホテルセンチュリー静岡 1,723 △15.7

小田急ホテルセンチュリー　
サザンタワー

1,738 1.1

その他 4,873 △6.8

計 13,085 △10.0

レストラン飲食業 11,287 1.2

旅行業 3,806 0.9

ビル管理・メンテナンス業 10,124 7.6

その他 13,802 3.4

消去 △2,919 ―

営業収益計 49,186 0.3
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２．連結財政状態に関する定性的情報

(1）全般の状況　

当第２四半期末における総資産は１兆2,958億５千３百万円となり、前連結会計年度末と比べ

24億６百万円増加いたしました。これは、設備投資の進捗に伴い有形固定資産が増加したこと

などによるものであります。また、負債の部は１兆781億６千４百万円となり、買掛金の減少な

どにより、前連結会計年度末と比べ35億２百万円減少いたしました。

純資産の部は、2,176億８千９百万円となり、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加し

たことなどから前連結会計年度末と比べ59億８百万円増加いたしました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況　

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月～９月）における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197億６千１百万円に減価償却費や法人税等の支払額などを

加減した結果、187億８千万円の資金収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フ

ローは、設備投資の進捗により297億３千２百万円の資金支出となったほか、財務活動による

キャッシュ・フローは、借入金の返済を進めた結果、48億５千５百万円の資金支出となりまし

た。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ158億

７百万円減少し、39億６千９百万円となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

当期の連結業績予想につきましては、第２四半期までの業績などを踏まえ平成20年７月30日に

公表しました業績予想を変更いたしております。

下期の業況は、国内景気について先行きが不透明な状況のなか、今後も個人消費や不動産市況

などが低迷することが見込まれることから、一段と厳しい事業環境になるものと考えております。

このことから、流通業、不動産業、その他の事業の各セグメントにおいて見通しを引き下げ、営

業収益は5,720億円（前期比8.3％減）と、従来の予想より90億円引き下げております。また、営

業利益は375億円（前期比14.6％減）、経常利益については247億円（前期比24.4％減）とそれぞ

れ40億円引き下げるほか、最終の当期純利益については140億円（前期比26.0％減）と、従来の予

想から30億円引き下げております。

セグメント別の詳細につきましては、別途開示しております「2009年３月期第２四半期決算説

明資料」をご参照ください。

※上記の予想は、現時点で得られた情報にもとづいて算定しております。従って、実際の業績は

業況の変化などにより記載の予想とは異なる場合があります。
 

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

①　簡便な会計処理

重要性が乏しいため、記載を省略しております。　

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。　
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(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」（企業会計基準委員会　平成

19年３月14日　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。

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８月７日内閣府令第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を適用しております。

②　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、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６年１

月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通

常の売買取引に係る会計処理によっております。

借手側の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に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

また、貸手側の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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

当該変更に伴う損益及びセグメント情報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 17,209 20,596

受取手形及び売掛金 20,944 23,484

有価証券 10 10

商品及び製品 10,717 11,405

分譲土地建物 44,208 43,311

仕掛品 2,175 748

原材料及び貯蔵品 1,681 1,411

その他 36,453 30,820

貸倒引当金 △154 △246

流動資産合計 133,246 131,541

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 477,740 482,747

機械装置及び運搬具（純額） 76,973 81,728

土地 354,849 352,242

建設仮勘定 118,853 108,681

その他（純額） 14,572 12,922

有形固定資産合計 1,042,989 1,038,322

無形固定資産   

のれん 7,618 7,810

その他 12,480 12,723

無形固定資産合計 20,098 20,534

投資その他の資産   

投資有価証券 71,259 73,963

その他 29,210 30,482

貸倒引当金 △951 △1,397

投資その他の資産合計 99,518 103,048

固定資産合計 1,162,607 1,161,904

資産合計 1,295,853 1,293,446



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,959 32,105

短期借入金 198,890 187,121

1年以内償還社債 30,000 25,000

未払法人税等 7,923 7,994

前受金 33,369 26,679

賞与引当金 8,753 8,556

商品券等引換引当金 842 1,014

その他の引当金 128 142

その他 83,061 99,955

流動負債合計 389,929 388,570

固定負債   

社債 150,000 150,000

長期借入金 271,960 273,243

鉄道・運輸機構長期未払金 127,413 131,463

退職給付引当金 30,167 30,209

受託工事長期前受金 11,496 9,414

その他 66,646 65,864

固定負債合計 657,684 660,196

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 30,550 32,900

特別法上の準備金合計 30,550 32,900

負債合計 1,078,164 1,081,666

純資産の部   

株主資本   

資本金 60,359 60,359

資本剰余金 58,802 59,012

利益剰余金 74,141 65,054

自己株式 △4,434 △3,291

株主資本合計 188,869 181,135

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,350 28,385

土地再評価差額金 △754 △754

評価・換算差額等合計 25,596 27,630

少数株主持分 3,223 3,013

純資産合計 217,689 211,780

負債純資産合計 1,295,853 1,293,446



（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) 

営業収益 281,894

営業費  

運輸業等営業費及び売上原価 208,528

販売費及び一般管理費 48,965

営業費合計 257,493

営業利益 24,400

営業外収益  

受取利息 31

受取配当金 860

持分法による投資利益 199

雑収入 1,334

営業外収益合計 2,427

営業外費用  

支払利息 7,167

雑支出 1,134

営業外費用合計 8,302

経常利益 18,525

特別利益  

固定資産売却益 53

工事負担金等受入額 355

特定都市鉄道整備準備金取崩額 2,350

その他 119

特別利益合計 2,878

特別損失  

固定資産売却損 80

固定資産圧縮損 170

固定資産除却損 1,059

その他 331

特別損失合計 1,642

税金等調整前四半期純利益 19,761

法人税、住民税及び事業税 6,911

法人税等調整額 1,307

法人税等合計 8,218

少数株主利益 253

四半期純利益 11,289



（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 19,761

減価償却費 28,282

減損損失 165

のれん償却額 986

賞与引当金の増減額（△は減少） 196

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △539

商品券等引換引当金の増減額（△は減少） △171

受取利息及び受取配当金 △892

支払利息 7,167

持分法による投資損益（△は益） △199

工事負担金等受入額 △355

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △2,350

固定資産売却損益（△は益） 26

固定資産除却損 1,126

固定資産圧縮損 170

たな卸資産評価損 380

売上債権の増減額（△は増加） 2,536

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,292

仕入債務の増減額（△は減少） △5,111

その他 △17,033

小計 31,813

利息及び配当金の受取額 961

利息の支払額 △7,226

法人税等の支払額 △6,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,780

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △402

投資有価証券の売却による収入 6

子会社株式の売却による収入 1,670

有形固定資産の取得による支出 △39,972

有形固定資産の売却による収入 428

受託工事前受金の受入による収入 6,424

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 2,081

その他 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,732



（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） △637

長期借入れによる収入 11,540

長期借入金の返済による支出 △12,841

社債の発行による収入 15,000

社債の償還による支出 △10,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △3,940

配当金の支払額 △2,197

自己株式の取得による支出 △1,319

その他 △459

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,855

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,807

現金及び現金同等物の期首残高 19,777

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,969



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。

  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」（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

務諸表規則を適用しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

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）

 
運輸業
(百万円)

流通業
(百万円)

不動産業
(百万円)

その他の
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) 外部顧客に対する
営業収益

86,266 125,794 31,259 38,574 281,894 ― 281,894

(2) セグメント間の
内部営業収益又
は振替高

1,836 1,874 2,839 10,612 17,163 (17,163) ―

計 88,103 127,668 34,099 49,186 299,058 (17,163) 281,894

営業利益又は
営業損失(△)

16,509 2,170 5,963 △375 24,267 (△133) 24,400

(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、旅客航路、索道等の営業を行っております。
流通業…………百貨店業、ストア業を中心に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。
その他の事業…旅行業、ホテル業、レストラン飲食業、広告代理業、鉄道メンテナンス業、自動車整備販売業、

金融・経理代行業、園芸・造園業、ビル管理・メンテナンス業、保険代理業及び介護・保育業
等を行っております。

３　事業区分の変更
事業区分の方法については、従来、「運輸業」、「流通業」、「不動産業」、「建設業」、「その他の事業」

の５区分により分類しておりましたが、「建設業」については、前連結会計年度末に小田急建設㈱、ケンキー工
業㈱を連結の範囲から除外したことに伴い金額が僅少となり重要性が乏しくなったため、第１四半期連結会計期
間より事業区分を廃止し、従来「建設業」に含めていた子会社を「その他の事業」に含めております。
この結果、従来の方法と比較して、当第２四半期連結累計期間の「その他の事業」の営業収益は1,315百万円、

営業損失は107百万円それぞれ増加しております。

 

【所在地別セグメント情報】

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

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はありません。　

 

【海外売上高】

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）

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

該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期にかかる財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

区分　 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益  303,303 100.0

Ⅱ　営業費    

１　運輸業等営業費及び売上原価 228,676   

２　販売費及び一般管理費 48,681 277,358 91.4

営業利益  25,944 8.6

Ⅲ　営業外収益    

１　受取利息 27   

２　受取配当金 793   

３　持分法による投資利益 453   

４　損失補償料受入額 781   

５　雑収入 1,298 3,353 1.1

Ⅳ　営業外費用    

１　支払利息 6,889   

２　雑支出 831 7,721 2.6

経常利益  21,576 7.1

Ⅴ　特別利益    

１　固定資産売却益 1,495   

２　工事負担金等受入額 347   

３　特定都市鉄道整備準備金取崩額 2,350   

４　投資有価証券売却益 1,914   

５　その他 637 6,744 2.2

Ⅵ　特別損失    

１　固定資産売却損 33   

２　固定資産除却損 1,486   

３　固定資産圧縮損 331   

４　商品券等引換引当金繰入額 524   

５　減損損失 1,570   

６　その他 570 4,517 1.5

税金等調整前中間純利益  23,803 7.8

法人税、住民税及び事業税 5,750   

法人税等調整額 4,638 10,388 3.4

少数株主利益  733 0.2

中間純利益  12,680 4.2
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

区分　 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 23,803

減価償却費 27,337

減損損失 1,570

のれん償却額 556

賞与引当金の増減額(減少：△) 681

退職給付引当金の増減額(減少：△) △1,141

貸倒引当金の増減額(減少：△) △9

商品券等引換引当金の増減額(減少：△) 527

受取利息及び受取配当金 △820

支払利息 6,889

持分法による投資利益　 △453

工事負担金等受入額　 △347

特定都市鉄道整備準備金取崩額　 △2,350

投資有価証券売却損益(売却益：△) △1,914

固定資産売却損益(売却益：△) △1,461

固定資産除却損　 1,243

固定資産圧縮損　 331

有価証券評価損　 0

たな卸資産評価損 241

売上債権の増減額(増加：△) 9,374

たな卸資産の増減額(増加：△) △2,842

仕入債務の増減額(減少：△) △9,548

その他 △3,381

小計 48,287

利息及び配当金の受取額 891

利息の支払額　 △6,975

法人税等の支払額　 △2,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 40,118
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前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

区分　 金額(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △3

投資有価証券の売却による収入　 3,070

有形固定資産の取得による支出　 △80,812

有形固定資産の売却による収入　 1,730

短期貸付金純増減額(増加：△)　 10

長期貸付けによる支出　 △2

長期貸付金の回収による収入　 9

受託工事前受金の受入による収入　 7,019

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 2,279

その他 △118

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,817

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金純増減額(減少：△) 1,549

長期借入れによる収入　 40,830

長期借入金の返済による支出 △21,563

社債発行による収入　 15,000

社債償還による支出　 △12,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出　 △3,846

配当金の支払額 △1,794

自己株式の取得による支出 △193

その他 △152

財務活動によるキャッシュ・フロー　 17,829

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △8,868

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 29,990

Ⅶ　連結追加に伴う現金及び現金同等物増加額 9

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末残高 21,132
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（３）セグメント情報

１　事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
運輸業
(百万円)

流通業
(百万円)

不動産業
(百万円)

建設業
(百万円)

その他の
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) 外部顧客に対する
営業収益

84,955 126,987 30,539 21,330 39,490 303,303 ― 303,303

(2) セグメント間の
内部営業収益又
は振替高

1,807 2,148 3,097 12,428 9,532 29,014 (29,014) ―

計 86,762 129,135 33,637 33,759 49,023 332,318 (29,014) 303,303

営業費用 69,973 126,107 27,309 34,218 48,175 305,785 (28,426) 277,358

営業利益 16,788 3,027 6,327 △459 847 26,532 (587) 25,944

 
(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、旅客航路、索道等の営業を行っております。
流通業…………百貨店業、ストア業を中心に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。
建設業…………土木・建築その他建設工事全般に関する事業を行っております。
その他の事業…旅行業、ホテル業、レストラン飲食業、広告代理業、自動車整備販売業、金融・経理代行業、

園芸・造園業、ビル管理・メンテナンス業、保険代理業及び介護・保育業等を行っております。
(3)　事業目的の変更

(旧)㈱ホテル小田急静岡は平成19年５月1日付で㈱静岡ホテル開発へ商号を変更した後に、平成19年９月４日
付で事業目的をホテル業から不動産賃貸業へ変更し、小田急西新宿ビル㈱へ商号を変更しております。

 

２　所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はありません。

 

３　海外売上高

前中間連結会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)　

海外売上高がないため記載しておりません。　
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