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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 170,769 ― 18,735 ― 19,118 ― 10,148 ―

20年3月期第3四半期 175,150 1.5 18,792 △1.3 18,896 3.0 12,837 5.4

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3四半期 29.93 ―

20年3月期第3四半期 37.89 ―

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3四半期 687,519 158,812 22.7 459.32
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3四半期  155,770百万円 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 ― 2.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 236,000 △1.3 23,000 △2.4 20,500 0.6 9,800 △19.1 28.90

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3四半期  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3四半期  5,691,764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3四半期  339,061,143株 20年3月期第3四半期  338,772,157株
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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。 
  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国を発端とした世界的な金融不安や景気後退の影
響を受け、企業収益や民間設備投資が減少したほか、雇用情勢が悪化し、個人消費が停滞するなど、厳し
い状況で推移いたしました。 
 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1,707億６千９百万円（前年同期比2.5％減）となり、全事業営業利益は
187億３千５百万円（前年同期比0.3％減）となりました。経常利益は、支払利息の減少により191億１千
８百万円(前年同期比1.2％増)となりましたが、四半期純利益は、たな卸資産評価損の計上等により101億
４千８百万円（前年同期比20.9％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、自
動障害物検知装置の更新工事等を実施いたしました。 
 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、日暮里駅改良工事においてＪＲ連絡改札の
移設等を実施したほか、高砂駅金町線高架化工事や北総線内改良工事を推進いたしました。また、船橋市
内連続立体化工事においては、京成船橋駅西口改札通路や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、用地買収や詳細設計等を実施し、そのうち墨田区内では本体工事を推進いたしま
した。このほか、駅施設を快適にご利用いただくため、京成線及び北総線の10駅においてバリアフリー設
備の設置工事を進めました。 
 営業面では、外国人旅行者を対象にスカイライナーの利用促進を図った企画乗車券を販売したほか、成
田空港輸送30周年の記念キャンペーンを実施いたしました。また、サービス介助士の資格取得を推進する
など、サービスレベルの一層の向上に努めました。 
 バス事業では、一般乗合路線において、幕張地区における新規路線の運行を開始したほか、環七シャト
ルバスの増便、深夜急行バス等の路線延長・増便を行いました。さらに、荒川区汐入地区においてコミュ
ニティバスの運行を開始いたしました。高速バス路線においては、成田空港への２路線を新設したほか、
経由変更を行うなど、需要拡大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865億９千万円（前年同期比0.6％増）となり、営業利益は151億５千３百万円
（前年同期比0.4％増）となりました。 
  

 ＜流通業＞ 

百貨店業では、水戸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、ＩＣカード乗車券「ＰＡＳＭＯ」の電子マネーサービスをさらに25店舗で拡充し、お客
様の利便性向上を図ったほか、コンビニエンスストア「ａｍ／ｐｍ」京成四ツ木駅店を開業いたしまし
た。 
 以上の結果、営業収益は前年同期並みの604億８千９百万円となりましたが、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３億４千６百万円（前年同期比52.7％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」等や、「稲毛ローズタ
ウン」等の戸建住宅及び成田市公津の杜の住宅用地を販売いたしました。 
 不動産賃貸業では、江戸川区においてレストランを建設し賃貸を開始したほか、成田市花崎町のビジネ
スホテル及び船橋駅高架下商業施設等の建設を推進いたしました。 
 以上の結果、営業収益は131億１千３百万円（前年同期比14.1％増）となり、営業利益は27億２千１百
万円（前年同期比3.1％増）となりました。 

  

【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
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 ＜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周年を記念した名作50作品の特別記念
上映を開催したほか、「ＰＡＳＭＯ」の電子マネーサービスを開始し、利便性の向上を図りました。 
 ホテル業では、お客様のニーズにあった婚礼プランの販売や、客室及び宴会場の改修を実施するなど、
集客に努めました。 
 旅行業では、京成トラベルサービス全15店舗において京成カードポイントアップキャンペーンを実施
し、販売を強化いたしました。 
 しかしながら、旅行業において燃料価格の高騰等により海外旅行者が減少したため、営業収益は98億７
千３百万円（前年同期比2.1％減）となり、営業利益は４億２千６百万円（前年同期比8.8％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マンションの新築工事等を行いました。 
 しかしながら、完成工事高が減少したため、営業収益は84億４千７百万円（前年同期比45.0％減）とな
り、営業利益は５千８百万円（前年同期比89.8％増）となりました。 
  
  

資産合計は、前連結会計年度末に比べ3.2％（223億７千３百万円）減の6,875億１千９百万円となりま
した。これは「仕掛品」が未成工事支出金の増加により55億１千１百万円、「建設仮勘定」が44億７百万
円増加した一方、「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105億６千３百万円減少したほか、「建物及び構築物」が減損損失の計上及び減価償
却等により79億９千２百万円減少したことが主たる要因です。 
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ5.4％（298億８千６百万円）減の5,287億７百万円となりまし
た。これは、「前受金」が工事負担金等の受入れ等により82億１千５百万円増加した一方、社債が償還に
より150億８千万円、借入金が116億６千６百万円減少したことが主たる要因です。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ5.0％（75億１千３百万円）増の1,588億１千２百万円となりま
した。これは、「利益剰余金」が四半期純利益101億４千８百万円の計上等により82億５千２百万円増加
したことが主たる要因です。 
  

  

平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、平成20年11月13日に発表しました数値と変更はあり
ません。 
  
  

  

  

① たな卸資産の評価方法 
 当第３四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。 
  

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 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。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

(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
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③ 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取引に係る方法に準じた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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 19,808 28,301

受取手形及び売掛金 10,616 12,976

分譲土地建物 22,801 26,963

商品 2,847 2,555

仕掛品 7,453 1,941

原材料及び貯蔵品 1,492 1,346

繰延税金資産 2,439 4,232

その他 27,299 27,555

貸倒引当金 △74 △78

流動資産合計 94,685 105,795

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 260,294 268,287

機械装置及び運搬具（純額） 21,896 23,692

土地 127,699 124,422

建設仮勘定 39,395 34,988

その他（純額） 3,145 2,518

有形固定資産合計 452,432 453,909

無形固定資産   

のれん 1,500 1,903

その他 7,297 7,775

無形固定資産合計 8,797 9,679

投資その他の資産   

投資有価証券 100,820 111,383

長期貸付金 378 366

繰延税金資産 15,831 13,800

その他 15,310 15,676

貸倒引当金 △875 △874

投資その他の資産合計 131,465 140,353

固定資産合計 592,695 603,941

繰延資産 138 155

資産合計 687,519 709,893
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 14,414 18,298

短期借入金 75,705 72,243

1年内償還予定の社債 130 15,160

未払法人税等 3,809 4,683

前受金 55,039 46,824

賞与引当金 1,069 2,922

役員賞与引当金 86 129

その他 24,345 28,890

流動負債合計 174,599 189,152

固定負債   

社債 71,300 71,350

長期借入金 161,358 176,485

鉄道・運輸機構長期未払金 82,372 84,556

繰延税金負債 210 340

退職給付引当金 26,112 24,221

役員退職慰労引当金 484 501

負ののれん 236 301

その他 12,032 11,684

固定負債合計 354,107 369,441

負債合計 528,707 558,594

純資産の部   

株主資本   

資本金 36,803 36,803

資本剰余金 27,997 27,978

利益剰余金 92,722 84,470

自己株式 △1,808 △1,989

株主資本合計 155,715 147,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 223 1,160

繰延ヘッジ損益 △168 △75

評価・換算差額等合計 54 1,084

少数株主持分 3,041 2,951

純資産合計 158,812 151,299

負債純資産合計 687,519 709,893
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 170,769

営業費  

運輸業等営業費及び売上原価 123,433

販売費及び一般管理費 28,600

営業費合計 152,033

営業利益 18,735

営業外収益  

受取利息 289

受取配当金 124

持分法による投資利益 5,794

雑収入 1,050

営業外収益合計 7,260

営業外費用  

支払利息 5,917

雑支出 959

営業外費用合計 6,877

経常利益 19,118

特別利益  

持分変動利益 4,772

その他 541

特別利益合計 5,314

特別損失  

たな卸資産評価損 3,782

減損損失 3,066

その他 959

特別損失合計 7,807

税金等調整前四半期純利益 16,625

法人税、住民税及び事業税 6,466

法人税等調整額 △119

法人税等合計 6,346

少数株主利益 131

四半期純利益 10,148
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 16,625

減価償却費 14,550

減損損失 3,066

固定資産圧縮損 447

固定資産除却損 510

繰延資産償却額 17

退職給付会計基準変更時差異の処理額 569

のれん償却額 339

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,321

受取利息及び受取配当金 △414

支払利息 5,917

固定資産売却損益（△は益） 142

持分法による投資損益（△は益） △5,794

持分変動損益（△は益） △4,772

工事負担金等受入額 △501

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,347

その他 833

小計 30,510

利息及び配当金の受取額 1,779

利息の支払額 △5,269

法人税等の支払額 △7,129

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,891

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 △23,001

固定資産の売却による収入 139

工事負担金等受入による収入 6,377

投資有価証券の取得による支出 △129

投資有価証券の売却による収入 18,809

その他 △358

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,836

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） △4,347

長期借入れによる収入 10,600

長期借入金の返済による支出 △17,919

社債の償還による支出 △15,080

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △2,076

配当金の支払額 △1,896

その他 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,119

現金及び現金同等物の期首残高 27,799

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,684
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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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
  該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
  当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
   海外売上高は僅少なため記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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
86,084 59,911 9,667 7,981 4,193 2,931 170,769 ― 170,769

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
506 578 3,446 1,892 4,254 1,226 11,904 (11,904) ―

   営業収益又は振替高

計 86,590 60,489 13,113 9,873 8,447 4,158 182,673 (11,904) 170,769

     営 業 利 益 15,153 346 2,721 426 58 296 19,002 (267) 18,735

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1)(要約)前第３四半期連結損益計算書 

 

 
  

(2)セグメント情報 
 【事業の種類別セグメント情報】 
   前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  

【参考】

（単位：百万円）

科  目
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日) 

 

営業収益 175,150

営業費 156,358

  営業利益 18,792

営業外収益 7,489

営業外費用 7,386

  経常利益 18,896

特別利益 2,869

特別損失 2,598

 税金等調整前四半期純利益 19,167

 法人税等合計 6,101

 少数株主利益 227

 四半期純利益 12,837

       (注) (前第３四半期連結累計期間)

1. 営業外収益の主な内訳

    持分法による投資利益 5,931百万円

2. 営業外費用の主な内訳

  支払利息 6,436百万円

3. 特別利益の主な内訳

  工事負担金等受入額 2,123百万円

4. 特別損失の主な内訳

  固定資産圧縮損 1,980百万円

(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
85,677 60,032 8,102 8,120 10,408 2,808 175,150 ― 175,150

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
366 465 3,393 1,961 4,946 1,405 12,539 (12,539) ―

   営業収益又は振替高

計 86,044 60,498 11,496 10,082 15,354 4,213 187,689 (12,539) 175,150

     営   業   費 70,955 59,766 8,856 9,614 15,323 3,998 168,514 (12,156) 156,358

     営 業 利 益 15,088 732 2,640 467 30 215 19,175 (382) 18,792
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鉄道事業運輸成績(単体) 

 
(注)輸送人員：千円未満を四捨五入して表示しております。 
  旅客運輸収入：百万円未満を切り捨てて表示しております。 

6．その他の情報

区 分
当第３四半期累計期間 前第３四半期累計期間

増減率(自 平成20年４月１日 (自 平成19年４月１日
  至 平成20年12月31日)  至 平成19年12月31日)

 輸 送 人 員 千人 千人 ％
定 期 外 81,625 80,672 1.2
定   期 114,090 112,113 1.8

計 195,715 192,785 1.5
 旅客運輸収入 百万円 百万円 ％ 

定 期 外 23,908 24,203 △1.2
定   期 14,029 13,817 1.5

計 37,938 38,021 △0.2
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