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(百万円未満切捨て)

1. 21年3月期の連結業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)
(1)連結経営成績 (％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

 

21年3月期

百万円

554,759

％

△11.1

百万円

33,736

％

△23.2

百万円

21,255

％

△34.9

百万円

10,340

％

△45.4

20年3月期 624,044 0.2 43,934 △8.8 32,670 △11.7 18,930 10.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

 

21年3月期

円 銭

14.19

円 銭

―

％

5.1

％

1.6

％

6.1

20年3月期 26.11 ― 9.2 2.5 7.0

(参考)持分法投資損益　　21年3月期　261百万円　　          20年3月期　482百万円
 

(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

百万円

1,309,738

百万円

203,274

％

15.3

円 銭

274.82

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　200,233百万円　　　　　20年3月期　208,766百万円

 
(3)連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物期末残高

 

21年3月期

百万円

49,537

百万円

△72,926

百万円

34,974

百万円

31,363

20年3月期 93,699 △125,265 21,148 19,777

 
 
2. 配当の状況

1株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
(連結)

純資産配当率
(連結)(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

百万円

4,419

％

23.0

％

2.1

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 　6.00 4,399 42.3 2.1

22年3月期
(予想)

― 3.00 ― 3.50 　6.50 39.5

 
 
 
3. 22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22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)

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

 

第2四半期連結累計期間

通期　

百万円

283,600

565,000

％

0.6

1.8

百万円

22,900

38,500

％

△6.2

14.1

百万円

16,100

24,700

％

△13.1

16.2

百万円

9,100

12,000

％

△19.4

16.0

円 銭

12.49

16.47
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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)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(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項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　　　　　　　　　無
(注)詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。
 

(3)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　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　　8,394,793株　　　20年3月期　　6,645,938株
(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

 
 
 
 
(参考)個別業績の概要
 
1. 21年3月期の個別業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)
 
(1)個別経営成績 (％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

 

21年3月期

百万円

159,465

％

△4.3

百万円

31,366

％

△7.0

百万円

21,293

％

△10.7

百万円

7,930

％

△46.3

20年3月期 166,579 △4.1 33,742 △10.0 23,855 △10.9 14,762 0.3

 
1株当たり当期純利益

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

 

21年3月期

円 銭

10.81

円 銭

―

20年3月期 20.20 ―

 
(2)個別財政状態
 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

百万円

1,056,630

百万円

188,604

％

17.8

円 銭

257.39

20年3月期 1,041,761 199,289 19.1 270.56

(参考)自己資本　　　　　21年3月期　188,604百万円　　　　　20年3月期　199,289百万円
 

 
2. 22年3月期の個別業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

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

 

第2四半期累計期間

通期　

百万円

80,700

161,100

％

0.2

1.0

百万円

19,400

31,800

％

△2.6

1.4

百万円

13,900

20,800

％

△8.9

△2.3

百万円

9,100

13,500

％

△8.7

70.2

円 銭

12.42

18.43

 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基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。また、１株当たり当期純利益は、当社による自己株式の取得を考慮して算出しております。
業績予想に関する事項は、６ページ「１.経営成績及び財政状態　(1)経営成績　②次期の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績及び財政状態
(1）経　営　成　績

① 当　期　の　概　況

当期のわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化による輸出の大幅な減少などにより企業収益が急速に落ち込む

なか、民間設備投資が大幅に減少するとともに、雇用・所得環境の悪化が深刻な状況となり、個人消費が一段と弱

まるなど、期後半以降景気の悪化が急速に進む状況となりました。

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5,547億５千９百

万円と、前連結会計年度に比べ692億８千４百万円の減少（前期比11.1％減）となりました。また、営業利益は337

億３千６百万円と、前連結会計年度に比べ101億９千７百万円の減少（前期比23.2％減）となったほか、経常利益は

212億５千５百万円と、前連結会計年度に比べ114億１千４百万円の減少（前期比34.9％減）となりました。これに

伴い、当期純利益は103億４千万円と、前連結会計年度に比べ85億８千９百万円の減少（前期比45.4％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く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、昨年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、東

北沢～世田谷代田間の工事中区間で下北沢駅付近のシールドトンネル掘進工事を進め、将来の上り急行線が貫通し

たほか、在来線直下の掘進工事に必要な線路の仮受け工事を進めるなど、鋭意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進めてきた和泉多摩川～向ヶ丘遊園間改良工事の進捗に

伴い、本年３月には多摩川橋梁部が複々線化されるとともに、登戸～向ヶ丘遊園間が３線化され、それぞれ使用を

開始いたしました。さらに、この使用開始にあわせたダイヤ改正では、列車の増発や長編成化、一部特急列車の運

転時刻や停車駅の見直しなどにより、一層の利便性向上を図ったほか、遅延防止対策を実施いたしました。

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」と組み合わせたオートチャージ、乗車ポイント付与の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、当社で列車運行の抜本的な安全性の向上を図る観点から高度な速度制御が可能な新列車制御

システム「Ｄ－ＡＴＳ－Ｐ」を導入する工事を進めたほか、「踏切集中監視システム」の設置が完了し、障害発生

時における一層迅速な対応が可能となりました。また、海老名駅をはじめ当社線の各駅で改良工事の進捗に努め、

新百合ヶ丘駅の工事が完成したほか、箱根登山鉄道㈱では、風祭駅の改良工事が完成するとともに、同じく工事を

進めてきた箱根湯本駅の使用が開始されるなど、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。

なお、昨秋にはロマンスカー60000形（ＭＳＥ）が、デザイン性や機能性を高く評価され、国際デザインコンペ

ティションである「ブルネル賞」において「車両部門・奨励賞」を、国内においても「グッドデザイン賞」をそれ

ぞれ受賞しました。

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、鉄道事業はほぼ前年並みの収入となりましたが、自動車運送事業において都市部を中心に輸送人員

が堅調に増加したことに加え、石油販売の増加もあり増収となりました。また、箱根地区においても、箱根ロープ

ウェイ㈱や箱根観光船㈱で輸送人員が堅調に推移し、増収となりました。その結果、営業収益は1,721億９千９百万

円と、前連結会計年度に比べ４億８千７百万円増加（前期比0.3％増）いたしました。しかしながら、営業利益につ

きましては、当社の鉄道事業における動力費や修繕費等の増加、自動車運送事業における燃料費や減価償却費の増

加により、241億３千５百万円と、前連結会計年度に比べ19億５千５百万円の減少（前期比7.5％減）となりました。
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（業種別営業成績表）

業種別

当連結会計年度
（20.４.１～21.３.31）

営業収益（百万円） 対前期増減率（％）

鉄道事業 127,799 △0.3

自動車運送事業 39,910 4.8

タクシー事業 3,803 △4.7

航路事業 2,219 2.0

索道業 1,863 11.5

その他運輸業 1,110 △0.0

消去 △4,508 ―

営業収益計 172,199 0.3

流  通  業

百貨店業につきましては、㈱小田急百貨店において、平成19年から進めている新宿店の全面改装工事の一環とし

て、本年３月の婦人服フロア全体のグランドオープンに先立ち、昨年９月に化粧品売場及び婦人靴売場が規模を拡

大して新たにオープンするなど、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確保に努めたほか、昨年10月には新宿店全面改装工事とあわせて行ってきた

エスカレーターの増設工事が完成するとともに、町田店の設備更新工事を鋭意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　ＯＸ」において、万

福寺店、鶴川店をはじめ４店舗が新規に開業し、事業基盤の拡充に積極的に取り組んだほか、産地や原材料、製造

方法を吟味し厳選したオリジナルブランド「ＦＥ商品」をはじめとする健康や安全などに配慮した上質な品揃えを

積極的に展開するなど、顧客満足の向上に努めました。

しかしながら、百貨店業において景気後退に伴う消費環境の悪化から、全面改装工事を実施している新宿店のほ

か、町田店、藤沢店の各店においても減収となったため、営業収益は2,507億８千４百万円と、前連結会計年度に比

べ101億２千６百万円減少（前期比3.9％減）いたしました。営業利益につきましても、百貨店業が低調に推移した

ことに伴い、17億８千５百万円と、前連結会計年度に比べ34億９百万円の減少（前期比65.6％減）となりました。

（業種別営業成績表）

業種別

当連結会計年度
（20.４.１～21.３.31）

営業収益（百万円） 対前期増減率（％）

百貨店業

小田急百貨店新宿店 104,784 △7.6

小田急百貨店町田店 47,271 △2.2

小田急百貨店藤沢店 16,863 △4.2

その他 7,434 △1.2

計 176,355 △5.6

ストア業等 83,862 0.4

消去 △9,432 ―

営業収益計 250,784 △3.9
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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、

栗平地区、片平地区などで新たな統一ブランド「ＬＥＡＦＩＡ（リーフィア）」の物件をそれぞれ分譲したほか、

マンション「小田急プラウディア片平」を分譲するなど、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、当社及び小田急不動産㈱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、「相模大野ステーションスクエア」や「新百合ヶ丘エルミロード」においてフロアのリニュー

アルを実施するなど、施設の充実及び活性化を図りました。

以上の結果、不動産賃貸業において小田急西新宿ビル㈱が前期に取得したオフィスビルが通期で寄与したものの、

不動産分譲業において不動産市況低迷の影響から販売戸数が減少したことにより、営業収益は669億９千１百万円と、

前連結会計年度に比べ39億１千４百万円減少（前期比5.5％減）いたしました。営業利益につきましても、不動産分

譲業が低調に推移したことに加え、前期に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

償却もあり、85億５百万円と、前連結会計年度に比べ24億６千６百万円の減少（前期比22.5％減）となりました。

（業種別営業成績表）

業種別

当連結会計年度
（20.４.１～21.３.31）

営業収益（百万円） 対前期増減率（％）

不動産分譲業 28,509 △19.3

不動産賃貸業 41,881 6.6

その他 1,774 △5.6

消去 △5,174 ―

営業収益計 66,991 △5.5

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」においてこれまで進め

てきた設備更新工事が完了したほか、営業施設改修工事などを鋭意推進し、施設の充実を図りました。また、㈱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及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19店舗の新規出店、10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、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拡大や、景気後退に伴う利用客の

減少などによりホテル業が低調に推移しましたが、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、全体の営業収益は1,031億１千１百万円と、前連結会計年度に

比べ10億５百万円増加（前期比1.0％増）いたしました。しかしながら、営業利益はホテル業が低調に推移したこと

から、９億４千５百万円の損失を計上いたしました。

なお、㈱小田急ライフアソシエでは、「小田急ムック成城園」の開設にあたり東京都へ提出した申請書に不適切

な記載があったことなどに伴い、関係する各自治体より行政処分を受けました。これを受け、同社では再発防止策

として、社内にプロジェクトチームを立ち上げるなど、コンプライアンス体制の一層の強化を図っております。
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（業種別営業成績表）

業種別

当連結会計年度
（20.４.１～21.３.31）

営業収益（百万円） 対前期増減率（％）

ホテル業

ハイアットリージェンシー東京 9,636 △19.0

ホテルセンチュリー静岡 3,692 △14.9

小田急ホテルセンチュリー
サザンタワー

3,390 △5.2

その他 9,467 △6.3

計 26,186 △12.5

レストラン飲食業 22,427 △0.1

旅行業 7,531 0.2

ビル管理・メンテナンス業 20,774 0.3

その他 32,138 14.7

消去 △5,946 ―

営業収益計 103,111 1.0

 

　② 次 期 の 見 通 し

平成22年３月期の業況は、国内景気の悪化に伴う個人消費の低迷などから、引き続き厳しい事業環境が続くもの

と予想されます。そのようななか、当社の次期の連結業績予想につきましては、運輸業において自動車運送事業の

石油販売の減少等により減収を見込むものの、小田急百貨店新宿店における改装工事に伴う売場閉鎖の影響が軽減

する流通業、不動産分譲の販売戸数の増加を見込む不動産業、ならびにハイアットリージェンシー東京における客

室の売り止めが減少するその他の事業の各セグメントにおいて増収を見込むことから、営業収益は5,650億円（前期

比1.8％増）を見込んでおります。

また、営業利益につきましては、運輸業において、株式相場下落に伴う年金資産減少による退職給付費用の増加

等により減益を見込みますが、流通業、不動産業、その他の事業の各セグメントについては、増収に伴い増益を見

込むことから、全事業で385億円（前期比14.1％増）の営業利益を見込んでおります。

これにより、経常利益は247億円（前期比16.2％増）、当期純利益は120億円（前期比16.0％増）を見込んでおり

ます。

なお、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基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。
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(2） 財  政  状  態

①資産、負債及び純資産の状況

総資産は１兆3,097億３千８百万円となり、前連結会計年度末と比べ162億９千１百万円増加いたしました。これ

は、設備投資の進捗に伴う有形固定資産の増加などによるものであります。

また、負債の部は１兆1,064億６千４百万円となり、前連結会計年度末と比べ247億９千８百万円増加いたしまし

た。これは、昨年12月の無担保社債発行などによるものであります。

純資産の部は、2,032億７千４百万円となり、当期純利益の計上により利益剰余金が増加したものの、株式相場の

下落によりその他有価証券評価差額金が減少したことから前連結会計年度末と比べ85億６百万円減少いたしました。

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、税金等調整前当期純利益199億２千１百万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、495億３千７百万円の資金収入となりました。前連結会計年度に比べ441億６千１百万円

の資金収入の減少となりましたが、これは税金等調整前当期純利益が減少したことに加え、法人税等の支払額が増

加したことなどによるものであります。

（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、729億２千６百万円の資金支出となりました。前連結会計年度に比べ523

億３千８百万円の資金支出の減少となりましたが、これは賃貸物件の取得など有形固定資産の取得による支出が434

億４千万円減少したことなどによるものであります。

この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは233億８千８百万円の資金支出となりました。

（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、設備投資に必要な資金の借り入れや社債の発行などにより、349億７千４

百万円の資金収入となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ115億８千５百万円増加し、313億６千

３百万円となりました。

 

キャッシュ・フロー指標のトレンド

18年３月期 19年３月期 20年３月期 21年３月期

自己資本比率（％） 14.9 15.4 16.2 15.3

時価ベースの自己資本比率（％） 40.1 47.3 41.7 42.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 9.5 12.6 8.3 16.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ 5.9 4.3 6.5 3.5

１　各指標の算出方法は以下のとおりであります。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利息の支払額

２　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

３　株式時価総額は、期末終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

４　有利子負債は、借入金＋社債＋鉄道・運輸機構未払金により算出しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、公共性の高い鉄道事業を中心に事業展開を行っており、これまでは安定的な経営の維持という観点から、

安定した配当を継続的に行うことを利益還元の基本方針とし、内部留保金につきましては、沿線の価値の向上に貢

献すべく複々線化などの事業基盤拡充のための投資に充当してまいりました。

今後も、沿線地域の発展を通じた業績向上を目指すため、内部留保金を重点分野・成長分野に積極的に再投資し

ていく方針は堅持してまいりますが、業績向上による成果を株主の皆さまへ還元していくために、平成19年10月に

新たに以下の基本方針を配当政策として掲げました。

 

　当社は、沿線の価値の向上に貢献するため、内部留保金を重点分野・成長分野に積極的に再投資するとともに、

業績向上の成果を持続的に還元するため、連結株主資本の概ね2.5％を上限として利益配当することを基本方針とし

ております（ただし、前年度と比較して当期純利益が減少する場合は１株当たりの配当金を据え置くものとし、天

災等、多額の損失を計上する場合は、財務状況を勘案のうえ配当を決定するものとします）。

この方針に基づき、当期につきましては、期末配当金として１株当たり３円（中間配当金３円を加えた年間配当

金は１株当たり６円）を予定しております。次期の年間配当予想につきましては、１株当たり６円50銭（中間配当

金３円、期末配当金３円50銭）を見込んでおります。

また、内部留保金につきましては、沿線の価値の向上に貢献すべく複々線化など事業基盤拡充のための投資に充

当してまいります。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社71社及び関連会社８社で構成され、その営んでいる主要な事業内容を事業の種類別

セグメントに関連付けて示すと、次のとおりであります。

(1）運輸業（34社）

事業の内容 会社名

鉄道事業 当社、箱根登山鉄道㈱①、江ノ島電鉄㈱①

自動車運送事業 箱根登山バス㈱①、小田急箱根高速バス㈱①、㈱江ノ電バス横浜①、㈱江ノ電バス藤沢①、神奈川中央

交通㈱③、小田急バス㈱①、立川バス㈱①、東海自動車㈱①、㈱伊豆東海バス①、㈱南伊豆東海バス①、

㈱西伊豆東海バス①、㈱中伊豆東海バス①、㈱沼津登山東海バス①

タクシー事業 小田急交通㈱①

航路事業 箱根観光船㈱①

索道業 箱根ロープウェイ㈱①

鋼索業 大山観光電鉄㈱②

その他運輸業 小田急箱根ホールディングス㈱①

 その他　13社

(2）流通業（９社）

事業の内容 会社名

百貨店業 ㈱小田急百貨店①

ストア業等 小田急商事㈱①、㈱北欧トーキョー①、㈱ビーバートザン①、㈱小田急フレッシュ①、小田急食品㈱①

 その他　３社

(3）不動産業（６社）

事業の内容 会社名

不動産分譲業 当社、小田急不動産㈱①、㈱小田急ハウジング①

不動産賃貸業 当社、小田急不動産㈱①、箱根施設開発㈱①、㈱フラッグス①、小田急西新宿ビル㈱①

(4）その他の事業（33社）

ア　レジャー・サービス（11社）

事業の内容 会社名

ホテル業 ㈱ホテル小田急①、㈱小田急リゾーツ①、㈱ホテル小田急サザンタワー①、㈱ホテル小田急静岡①

レストラン飲食業 ㈱小田急レストランシステム①、ジローレストランシステム㈱①

旅行業 ㈱小田急トラベル①

ゴルフ場業 ㈱小田急スポーツサービス①、㈱富士小山ゴルフクラブ②

 その他　２社

イ　その他（22社）

事業の内容 会社名

鉄道メンテナンス業 ㈱小田急エンジニアリング①

自動車整備販売業 小田急車両工業㈱①

ビル管理・メンテナンス業 ㈱小田急ビルサービス①、小田急デパートサービス㈱①

広告代理業 ㈱小田急エージェンシー①

園芸・造園業 ㈱小田急ランドフローラ①

金融・経理代行業 ㈱小田急フィナンシャルセンター①

保険代理業 ㈱小田急保険サービス①

介護・保育業 ㈱小田急ライフアソシエ①

 その他　13社

（注） １　①は連結子会社

２　②は非連結子会社

３　③は持分法適用関連会社

４　各事業の会社数には当社が重複しております。

５　上記のうち、神奈川中央交通㈱は東京証券取引所市場第１部に上場しております。

６　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、当連結会計年度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。

７　㈱江ノ電バス藤沢は、平成20年４月１日に江ノ電バス㈱より商号変更しております。

８　㈱小田急リゾーツは、平成20年６月27日に国際観光㈱より商号変更しております。

９　㈱小田急エンジニアリングは、平成20年10月１日に小田急設備㈱より商号変更しております。
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＜ 企 業 集 団 の 概 要 図 ＞

 
お  客  様 

流 通 業 

（子会社） 

㈱小田急百貨店 

小田急商事㈱ 

㈱北欧トーキョー 

㈱ビーバートザン 

㈱小田急フレッシュ 

小田急食品㈱ 

その他の事業 

＜レジャー・サービス＞ 

（子会社） 

㈱ホテル小田急 

㈱小田急リゾーツ 

㈱ホテル小田急サザンタワー 

㈱ホテル小田急静岡 

㈱小田急レストランシステム 

ジローレストランシステム㈱ 

㈱小田急トラベル 

㈱小田急スポーツサービス 

＜その他＞ 

（子会社） 

㈱小田急エンジニアリング 

小田急車両工業㈱ 

㈱小田急ビルサービス 

小田急デパートサービス㈱ 

㈱小田急エージェンシー 

㈱小田急ランドフローラ 

㈱小田急フィナンシャルセンター 

㈱小田急保険サービス 

㈱小田急ライフアソシエ 

運 輸 業 

（子会社） 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

箱根登山バス㈱ 

小田急箱根高速バス㈱ 

㈱江ノ電バス横浜 

㈱江ノ電バス藤沢 

小田急バス㈱ 

立川バス㈱ 

東海自動車㈱その他5社 

小田急交通㈱ 

箱根観光船㈱ 

箱根ロープウェイ㈱ 

小田急箱根ホールディングス㈱ 

（関連会社） 

神奈川中央交通㈱ 

不 動 産 業 

（子会社） 

小田急不動産㈱ 

㈱小田急ハウジング 

箱根施設開発㈱ 

㈱フラッグス 

小田急西新宿ビル㈱ 

店舗建物 

の賃貸等 

当   社 

 

鉄道事業 

不動産業 その他の事業 

店舗土地 

の賃貸等 

旅客輸送 

の連携 
店舗建物 

の賃貸等 

　（注）上図は当社、連結子会社46社、持分法適用会社１社の概要図であります。
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３．経営方針
(1）経営の基本方針、(2）中長期的な経営戦略

　以上の２項目につきましては、平成19年３月期中間決算短信（連結）（平成18年11月10日開示）により開示を行っ

た内容から重要な変更がないため開示を省略しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.odakyu.jp/ir/index.html

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(3）対処すべき課題

当社グループでは、お客さまの「かけがえのない時間（とき）」と「ゆたかなくらし」の実現に貢献することを経

営理念とし、その実現とグループ価値の最大化を目指すため、グループとしてのあるべき将来像や各社の使命・役割

を示した事業ビジョン「Ｖａｌｕｅ　Ｕｐ　小田急」を策定しております。これに示された事業成長の方向性に従っ

て、当社グループ各社がそれぞれの役割を確実に実行し、自主自立のもと個々の事業が価値を高めるとともに、グルー

プの協働を通じて将来にわたるキャッシュフローを最大化させ、さらなるグループ価値・沿線価値の向上を目指して

まいります。

このグループ経営理念、グループ事業ビジョンのもと、当社グループにおいては以下の内容を重要な経営課題とし

て認識し取り組んでまいります。

（運輸業における安全対策の強化）

運輸業においては、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、

当社及びグループ各社で制定している「安全管理規程」に基づき、安全の重要性を強く認識し日々の業務にあたると

ともに、事故防止対策を含めた安全管理態勢の不断の確認と継続的な改善を実施し、その強化を図ってまいります。

あわせて、施設面の安全対策として、当社において新列車制御システム「Ｄ－ＡＴＳ－Ｐ」の全線設置に向けた導入

工事などを引き続き推進するほか、各社で防災対策や設備更新工事を実施するなど、安全の質を高める諸施策に積極

的に取り組んでまいります。

（当社線近郊区間の複々線化事業の早期完成）

当社では、ラッシュピーク時間帯の混雑緩和や所要時間の短縮など快適な輸送サービスを実現するための抜本的な

輸送改善策として、近郊区間の複々線化事業に全力をあげて取り組んでおります。今後につきましても、平成25年度

の完成を目指し、残る工事中区間の東北沢～世田谷代田間における工事を鋭意進めてまいります。

（新宿エリアにおける活性化策の推進）

新宿エリアについては、当社グループにとって重要な事業基盤が集中する拠点であり、その活性化及びエリア内で

の相乗効果の一層の発揮を図ってまいります。この一環として、エリア内の当社グループ施設を一体として捉え有機

的な連携を図る「新宿テラスシティ」において引き続き販売促進やイベントを実施するとともに、その中核施設とし

ての役割を担う小田急百貨店新宿店において、全面的な改装工事を継続して進めてまいります。

（沿線エリアにおける開発計画の推進）

当社線沿線においては、保有する経営資源を活用した開発計画を推進することで、沿線エリアの活性化や価値の向

上に努めてまいります。この一環として、経堂地区では旧電車基地跡地を活用し、商業施設やスポーツクラブ、賃貸

マンションなどを配置して複合的な街づくりを行う開発計画を策定し本格的に着手いたしました。今後は、世田谷区

が進める駅前広場や街路整備と整合を図りながら、平成23年の全体開業を目指し開発を進めてまいります。また、旧

向ヶ丘遊園の跡地利用については、基本計画を見直すこととし、平成16年に川崎市と締結した基本合意を踏まえ、周

辺環境との調和を重んじた新たな基本計画を策定するとともに、その具体化に向け関係機関との協議等を進めてまい

ります。

（小田急ポイントカードによるグループ全体での相乗効果の発揮）

グループ全体での相乗効果を最大限に発揮させる観点から、各種キャンペーンの展開を通じ、小田急ポイントカー

ドの新規会員の獲得やその利用機会の拡大に努めてまいります。これらを一層推進するべく、交通利便性や電子マネー

サービス普及への取組みを背景に利用者数が増加するＩＣカード乗車券ＰＡＳＭＯと連携することで「ＯＰクレジッ

トカード」の魅力向上に取り組むとともに、引き続き当社グループを中心にポイントサービスを利用できる加盟店の

拡大やサービス内容の拡充を進めてまいります。
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（コンプライアンス体制の強化・内部統制システムの整備）

コンプライアンスへの取組みはリスクマネジメントの一環として、企業が社会的責任を果たしていくうえで必要不

可欠なものであると認識し、諸施策の継続的な改善や教育の実施などによる意識の向上を通じて、その体制の強化を

図ってまいります。また、これらを含めた内部統制システムの整備につきましては、会社法に定める「内部統制シス

テム構築の基本方針」の取締役会決議を踏まえ、常勤役員からなる「内部統制委員会」を中心に据えて、金融商品取

引法への対応も含め引き続きその体制の強化にグループをあげて取り組んでまいります。

（環境問題及び自然との共生への取組み）

環境への取組みは、企業が果たすべき重要な社会的責任の一つとして認識しており、事業活動に伴う温室効果ガス

を削減する地球温暖化対策をはじめ、列車走行に伴う騒音・振動の低減や、グループ内における食品ループリサイク

ルの推進など、環境負荷の低減に鋭意取り組んでまいります。また、沿線の緑豊かな自然環境を保全し、活用する、

自然との共生に積極的に取り組んでまいります。

今後につきましても、これら諸課題の着実な遂行により経営基盤の強化と業績の向上を図るとともに、誠実に企業

の社会的責任を果たし、信頼されることはもとより、愛され尊敬される企業グループを目指してまいります。
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,596 31,523

受取手形及び売掛金 23,484 21,256

リース債権及びリース投資資産 － 1,790

有価証券 10 10

たな卸資産 ※5, ※7  56,877 －

商品及び製品 － 11,680

分譲土地建物 － ※5, ※7  42,727

仕掛品 － 619

原材料及び貯蔵品 － 1,412

繰延税金資産 6,921 4,850

その他 23,898 25,325

貸倒引当金 △246 △187

流動資産合計 131,541 141,009

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1, ※3, ※6  482,747 ※1, ※3, ※6  505,353

機械装置及び運搬具（純額） ※1, ※3, ※6  81,728 ※1, ※3, ※6  73,647

土地 ※3, ※5, ※6, ※7  352,242 ※3, ※5, ※6, ※7  361,805

リース資産（純額） － ※1  2,469

建設仮勘定 ※5  108,681 110,256

その他（純額） ※1, ※3, ※6  12,922 ※1, ※3, ※6  13,104

有形固定資産合計 1,038,322 1,066,637

無形固定資産   

のれん 7,810 6,632

リース資産 － 497

その他 12,723 13,559

無形固定資産合計 20,534 20,688

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  73,963 ※2  53,899

長期貸付金 137 121

繰延税金資産 5,500 4,490

その他 ※3  24,845 ※3  23,748

貸倒引当金 △1,397 △856

投資その他の資産合計 103,048 81,402

固定資産合計 1,161,904 1,168,728

資産合計 1,293,446 1,309,738



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 32,105 28,079

短期借入金 ※3  187,121 ※3  204,586

1年以内償還社債 25,000 45,000

リース債務 － 2,735

未払法人税等 7,994 1,408

前受金 26,679 37,153

繰延税金負債 4 3

賞与引当金 8,556 7,578

商品券等引換引当金 1,014 837

その他 ※3  100,093 ※3  89,641

流動負債合計 388,570 417,025

固定負債   

社債 150,000 165,000

長期借入金 ※3  273,243 ※3  270,241

鉄道・運輸機構長期未払金 ※3  131,463 ※3  123,394

リース債務 － 1,937

繰延税金負債 9,001 3,444

再評価に係る繰延税金負債 ※7  1,506 ※7  1,506

退職給付引当金 30,209 29,783

受託工事長期前受金 9,414 14,571

その他 ※3  55,356 ※3  51,359

固定負債合計 660,196 661,239

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 32,900 28,200

特別法上の準備金合計 32,900 28,200

負債合計 1,081,666 1,106,464

純資産の部   

株主資本   

資本金 60,359 60,359

資本剰余金 59,012 58,574

利益剰余金 65,054 70,996

自己株式 △3,291 △4,535

株主資本合計 181,135 185,395

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,385 15,591

土地再評価差額金 ※7  △754 ※7  △754

評価・換算差額等合計 27,630 14,837

少数株主持分 3,013 3,040

純資産合計 211,780 203,274

負債純資産合計 1,293,446 1,309,738



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益 624,044 554,759

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 ※1, ※2  477,141 ※1, ※2  421,688

販売費及び一般管理費 ※1, ※3  102,968 ※1, ※3  99,333

営業費合計 580,109 521,022

営業利益 43,934 33,736

営業外収益   

受取利息 81 57

受取配当金 1,344 1,260

持分法による投資利益 482 261

損失補償料受入額 851 －

雑収入 2,501 2,636

営業外収益合計 5,261 4,216

営業外費用   

支払利息 14,296 14,368

雑支出 2,228 2,330

営業外費用合計 16,525 16,698

経常利益 32,670 21,255

特別利益   

固定資産売却益 ※4  2,554 ※4  178

工事負担金等受入額 2,167 1,708

特定都市鉄道整備準備金取崩額 4,700 4,700

投資有価証券売却益 1,920 －

関係会社株式売却益 1,806 －

その他 1,119 612

特別利益合計 14,268 7,199

特別損失   

固定資産売却損 ※5  408 ※5  108

固定資産圧縮損 2,129 1,455

固定資産除却損 3,384 5,318

減損損失 ※6  5,320 ※6  1,368

その他 2,254 282

特別損失合計 13,496 8,534

税金等調整前当期純利益 33,441 19,921

法人税、住民税及び事業税 8,911 3,696

法人税等調整額 4,936 5,757

法人税等合計 13,847 9,454

少数株主利益 663 125

当期純利益 18,930 10,340



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 60,359 60,359

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 60,359 60,359

資本剰余金   

前期末残高 54,359 59,012

当期変動額   

株式交換 4,645 －

自己株式の処分 7 △438

当期変動額合計 4,653 △438

当期末残高 59,012 58,574

利益剰余金   

前期末残高 50,136 65,054

当期変動額   

剰余金の配当 △4,005 △4,398

当期純利益 18,930 10,340

土地再評価差額金の取崩 △1,089 －

連結子会社増加に伴う増加高 31 －

連結子会社減少に伴う増加高 1,049 －

当期変動額合計 14,917 5,942

当期末残高 65,054 70,996

自己株式   

前期末残高 △9,730 △3,291

当期変動額   

株式交換 6,639 －

連結子会社減少に伴う増加高 13 －

自己株式の取得 △353 △1,505

自己株式の処分 140 261

当期変動額合計 6,439 △1,244

当期末残高 △3,291 △4,535

株主資本合計   

前期末残高 155,125 181,135

当期変動額   

株式交換 11,284 －

剰余金の配当 △4,005 △4,398

当期純利益 18,930 10,340

土地再評価差額金の取崩 △1,089 －

連結子会社増加に伴う増加高 31 －

連結子会社減少に伴う増加高 1,063 －

自己株式の取得 △353 △1,505

自己株式の処分 148 △177

当期変動額合計 26,010 4,259

当期末残高 181,135 185,395



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 46,163 28,385

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,778 △12,793

当期変動額合計 △17,778 △12,793

当期末残高 28,385 15,591

土地再評価差額金   

前期末残高 △331 △754

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △422 －

当期変動額合計 △422 －

当期末残高 △754 △754

評価・換算差額等合計   

前期末残高 45,831 27,630

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,200 △12,793

当期変動額合計 △18,200 △12,793

当期末残高 27,630 14,837

少数株主持分   

前期末残高 7,909 3,013

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,896 27

当期変動額合計 △4,896 27

当期末残高 3,013 3,040

純資産合計   

前期末残高 208,866 211,780

当期変動額   

株式交換 11,284 －

剰余金の配当 △4,005 △4,398

当期純利益 18,930 10,340

土地再評価差額金の取崩 △1,089 －

連結子会社増加に伴う増加高 31 －

連結子会社減少に伴う増加高 1,063 －

自己株式の取得 △353 △1,505

自己株式の処分 148 △177

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,097 △12,765

当期変動額合計 2,913 △8,506

当期末残高 211,780 203,274



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 33,441 19,921

減価償却費 57,253 58,953

減損損失 5,320 1,368

のれん償却額 1,860 1,983

賞与引当金の増減額（△は減少） 104 △978

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,624 △426

貸倒引当金の増減額（△は減少） 353 △599

商品券等引換引当金の増減額（△は減少） 1,014 △176

受取利息及び受取配当金 △1,425 △1,318

支払利息 14,296 14,368

持分法による投資損益（△は益） △482 △261

工事負担金等受入額 △2,167 △1,708

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △4,700 △4,700

投資有価証券売却損益（△は益） △1,920 △109

関係会社株式売却損益（△は益） △1,806 －

固定資産売却損益（△は益） △2,146 △70

固定資産除却損 3,304 4,015

固定資産圧縮損 2,129 1,455

有価証券評価損益（△は益） 126 152

たな卸資産評価損 1,088 2,170

売上債権の増減額（△は増加） 2,121 2,216

たな卸資産の増減額（△は増加） △111 △2,008

仕入債務の増減額（△は減少） △874 △3,584

未成工事受入金の増減額（△は減少） 743 △319

その他 4,756 △17,818

小計 109,655 72,526

利息及び配当金の受取額 1,567 1,457

利息の支払額 △14,357 △14,216

法人税等の支払額 △3,165 △10,229

営業活動によるキャッシュ・フロー 93,699 49,537



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 △10 △1,115

投資有価証券の売却による収入 3,089 236

子会社株式の売却による収入 － 1,670

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※2  △11,245 －

有形固定資産の取得による支出 △135,953 △92,512

有形固定資産の売却による収入 2,534 1,024

短期貸付金の純増減額（△は増加） 20 20

長期貸付けによる支出 △34 △3

長期貸付金の回収による収入 18 19

受託工事前受金の受入による収入 14,098 12,735

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 2,912 5,156

その他 △696 △157

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,265 △72,926

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） 2,882 18,494

長期借入れによる収入 63,460 22,503

長期借入金の返済による支出 △36,044 △25,849

社債の発行による収入 30,000 60,000

社債の償還による支出 △27,000 △25,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △7,729 △7,917

配当金の支払額 △3,990 △4,393

自己株式の取得による支出 △336 △1,486

その他 △93 △1,377

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,148 34,974

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,416 11,585

現金及び現金同等物の期首残高 29,990 19,777

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 223 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △20 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  19,777 ※  31,363



継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数は46社であります。

主要な連結子会社は、㈱小田急百貨店、小田急商事㈱、小田急不動産㈱であります。

小田急建材ベストン㈱は、会社清算に伴い当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社は、㈱富士小山ゴルフクラブであります。

なお、非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）の合

計額はそれぞれ連結総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の額に比していずれも少額であり連結財務諸表

に重要な影響を及ぼさないので連結の範囲から除外しております。

 

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社は、神奈川中央交通㈱１社であります。

(2) 大山観光電鉄㈱ほか持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等に重要な影響を及ぼさないので持分法を適用しておりません。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なるものは、㈱小田急フレッシュ、㈱小田急百貨店、小田急商事㈱、小田急

食品㈱、㈱北欧トーキョー及び小田急デパートサービス㈱の６社であり、各社の決算日は２月末日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、各社の決算日に基づく財務諸表によっておりますが、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整をしております。　

 

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券　　　償却原価法（定額法）

その他有価証券　　　　　時価のあるもの　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　移動平均法に基づく原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への

出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によっております。　

②　たな卸資産　　　評価基準は原価法によっております。

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

分譲土地建物、仕掛品　　　　　 個別法

その他のたな卸資産　　　　　　 主に売価還元法

 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法によっております。ただし、建物（建物附属設備を除く）は主に定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　 　３～60 年

機械装置及び運搬具　　　　 ３～20 年

（追加情報）

平成20年度の法人税法の改正を契機に機械装置の耐用年数を見直し、当連結会計年度より耐用年数を変更し

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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②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。

③　リース資産

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。

 

（3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額を計上しております。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。なお、会計基準変更時差異44,208百万円については、一部の連結子会社を除き10年による均等額

で費用処理しております。

過去勤務債務については、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

④　商品券等引換引当金

商品券、旅行券及びバスカード等の未使用分について、収益に計上したものに対する将来の使用に備えるため、

過去の実績に基づく使用見込額を計上しております。

 

（4）特別法上の準備金

特定都市鉄道整備準備金は、特定都市鉄道整備促進特別措置法第８条の規定により計上しております。

なお、特定都市鉄道整備準備金のうち、4,700百万円につきましては、１年以内に使用されると認められるもの

であります。

 

（5）鉄道事業における工事負担金等の処理方法

鉄道事業における連続立体交差事業の高架化工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工

事負担金等を受けております。これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資

産の取得原価から直接減額して計上しております。なお、連結損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別

利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上してお

ります。

 

（6）収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方

法によっております。

 

（7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては

特例処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

③　ヘッジ方針

資金担当部門が決裁責任者の承認を得て、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしており

ます。
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④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の

累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして、

ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、金利の変動に伴う

キャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性の評価を省略しております。

　

（8）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

②　支払利息の資産の取得原価への算入方法

当社は長期・大規模等特定の分譲土地にかかる借入金の利息は、当該資産の取得原価に算入することとしてお

りますが、当連結会計年度において算入した金額はありません。

③　連結納税制度の適用

一部の連結子会社につきましては連結納税制度を適用しております。

 

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

 

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

 

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満期日又は償

還日の到来する短期投資からなっております。

 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（リース取引に関する会計基準）

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、当連結会計年度より「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））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。

なお、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。

 

 

表示方法の変更

（連結貸借対照表関係）

「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）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会

計年度から「商品及び製品」「分譲土地建物」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「分譲土地建物」「仕掛品」「原材料及び貯蔵

品」は、それぞれ11,405百万円、43,311百万円、748百万円、1,411百万円であります。

 

（連結損益計算書関係）

１　前連結会計年度において区分掲記しておりました「営業外収益」の「損失補償料受入額」は、営業外収益総額の100

分の10以下となったため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度の当該金額は、258百万円であります。

２　前連結会計年度において区分掲記しておりました「特別利益」の「投資有価証券売却益」は、特別利益総額の100分

の10以下となったため、特別利益の「その他」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度の当該金額は、111百万円であります。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「子会社

株式の売却による収入」は、重要性が増したため、区分掲記いたしました。

なお、前連結会計年度の当該金額は、5百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額  600,722

 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額 637,329

※２　非連結子会社及び関連会社に対する資産は次のとお

りであります。

※２　非連結子会社及び関連会社に対する資産は次のとお

りであります。

 百万円

投資有価証券

（非連結子会社及び関連会社株式）
 5,925

 百万円

投資有価証券

（非連結子会社及び関連会社株式）
5,520

※３　担保に供している資産 ※３　担保に供している資産

  (うち財団抵当)

 百万円 百万円

建物及び構築物 265,508 (246,197)

機械装置及び運搬具 69,107 ( 69,107)

土地 184,821 (165,777)

有形固定資産
「その他」

4,929 (  4,929)

投資その他の資産
「その他」

234  

計 524,602 (486,011)

 

　上記資産を担保としている負債は次のとおりでありま

す。（１年内返済予定額を含む）

  (うち財団抵当)

 百万円 百万円

借入金 163,084 (148,565)

長期未払金 139,307 (139,307)

固定負債「その他」 400  

計 302,791 (287,873)

  (うち財団抵当)

 百万円 百万円

建物及び構築物 283,353 (261,885)

機械装置及び運搬具 62,547 ( 62,547)

土地 184,243 (165,275)

有形固定資産
「その他」

3,593 (  3,593)

投資その他の資産
「その他」

234  

計 533,973 (493,301)

 

　上記資産を担保としている負債は次のとおりでありま

す。（１年内返済予定額を含む）

  (うち財団抵当)

 百万円 百万円

借入金 164,836 (151,646)

長期未払金 131,389 (131,389)

固定負債「その他」 375  

計 296,601 (283,036)

４　偶発債務

(1) 下記の借入金等に対して債務保証を行っております。

４　偶発債務

(1) 下記の借入金等に対して債務保証を行っております。

 百万円

箱根登山トータルサービス㈱ 80

㈱東海車輌サービス 71

㈱新東海バス 70

東京私鉄自動車協同組合 10

従業員住宅ローン 2,546

計 2,777

 百万円

箱根登山トータルサービス㈱ 40

東京私鉄自動車協同組合 10

従業員住宅ローン 2,201

計 2,251

(2) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 (2) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務

 百万円

第22回無担保社債 20,000

  

同左  

－ 5 －



前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※５(1) 前連結会計年度までたな卸資産に計上していた土

地のうち、保有目的を変更した土地324百万円を当

連結会計年度において固定資産に振替えております。

※５　前連結会計年度までたな卸資産に計上していた土地

のうち、保有目的を変更した土地270百万円を当連結

会計年度において固定資産に振替えております。

(2) 前連結会計年度まで固定資産に計上していた土地

等のうち、保有目的を変更した土地等211百万円を

当連結会計年度においてたな卸資産に振替えており

ます。

 

 

 

※６(1) 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担

金等累計額 143,300百万円

※６(1) 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担

金等累計額 145,106百万円

(2) 収用等の代替資産についての当連結会計年度圧縮

額 166百万円

 

(2) 収用等の代替資産についての当連結会計年度圧縮

額 54百万円

 

※７　連結子会社である小田急不動産㈱及び小田急商事㈱

は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号及び平成11年３月31日公布法律第24号）

に基づき、事業用の土地の再評価を行いました。

これに伴い、当該評価差額に係る税金相当額を負債

の部に「再評価に係る繰延税金負債」として計上し、

これを控除した後、親会社の持分相当額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しております。

小田急不動産㈱

(1) 再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線

価、及び路線価のない土地については第５号に定め

る鑑定評価に基づき、時点修正等の合理的な調整を

行って算出しております。

(2) 再評価を行った年月日　平成12年３月31日

小田急商事㈱

(1) 再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線

価に基づき、時点修正等の合理的な調整を行って算

出しております。

(2) 再評価を行った年月日　平成14年２月28日

(3) 再評価を行った土地の当連結会計年度における時

価と再評価後の帳簿価額との差額 △438百万円

 

※７　連結子会社である小田急不動産㈱及び小田急商事㈱

は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号及び平成11年３月31日公布法律第24号）

に基づき、事業用の土地の再評価を行いました。

これに伴い、当該評価差額に係る税金相当額を負債

の部に「再評価に係る繰延税金負債」として計上し、

これを控除した後、親会社の持分相当額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しております。

小田急不動産㈱

同左

 

 

 

 

 

 

小田急商事㈱

(1) 再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線

価に基づき、時点修正等の合理的な調整を行って算

出しております。　

(2) 再評価を行った年月日　平成14年２月28日　

(3) 再評価を行った土地の当連結会計年度における時

価と再評価後の帳簿価額との差額 △341百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　引当金繰入額は次のとおりであります。 ※１　引当金繰入額は次のとおりであります。

 百万円

(1) 賞与引当金繰入額 8,556

(2) 退職給付費用

 

6,696

 

 百万円

(1) 賞与引当金繰入額 7,578

(2) 退職給付費用

 

7,201

 

※２　運輸業等営業費及び売上原価に含まれるたな卸資産

の収益性の低下による簿価切下げ額は1,088百万円で

あります。

 

※２　運輸業等営業費及び売上原価に含まれるたな卸資産

の収益性の低下による簿価切下げ額は2,170百万円で

あります。

 

※３　販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。

※３　販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。

 百万円

(1) 人件費 52,087

(2) 経費 41,770

(3) 諸税 1,884

(4) 減価償却費 5,365

(5) のれん償却額

 

1,860

 

 百万円

(1) 人件費 48,416

(2) 経費 40,553

(3) 諸税 2,036

(4) 減価償却費 6,344

(5) のれん償却額

 

  1,983

 

※４　固定資産売却益は、土地の売却益2,520百万円外で

あります。

 

※４　固定資産売却益は、土地・建物の売却益152百万円

外であります。 

 

※５　固定資産売却損は、土地の売却損387百万円外であ

ります。 

 

※５　固定資産売却損は、土地・建物の売却損70百万円外

であります。

 

※６　減損損失

当社グループは、当連結会計年度において以下のと

おり減損損失を計上いたしました。

※６　減損損失

当社グループは、当連結会計年度において以下のと

おり減損損失を計上いたしました。

(1) 減損損失を認識した主な資産 (1) 減損損失を認識した主な資産

用途 種類 場所

賃貸施設 建物等
東京都
世田谷区

賃貸施設 建物等
神奈川県
大和市

用途 種類 場所

貸菜園施設 建物等
東京都
世田谷区

ストア業
施設

建物等
東京都
世田谷区

(2) 減損損失の認識に至った経緯

当初想定していた収益を見込めなくなった事業用資

産及び処分が決定された事業用資産について減損損失

を認識しております。

(2) 減損損失の認識に至った経緯

同左

(3) 減損損失の金額 (3) 減損損失の金額

 百万円

建物及び構築物 3,699

機械装置及び運搬具 36

土地 1,157

無形固定資産 66

その他 359

計 5,320

 百万円

建物及び構築物 1,169

機械装置及び運搬具 14

土地 2

リース資産 9

無形固定資産 0

その他 171

計　 1,368

(4) 資産のグルーピングの方法

管理会計上の事業毎又は物件・店舗毎に資産のグ

ルーピングを行っております。

 

(4) 資産のグルーピングの方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(5) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額を正味売却価額により測定している場

合には、不動産鑑定評価等により算定しております。

また使用価値により測定している場合には、将来キャッ

シュ・フローを4.0％で割り引いて算定しております。

 

(5) 回収可能価額の算定方法

同左

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 735,495,235 1,500,200 ― 736,995,435

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

株式交換に伴う新株の発行による増加 1,500,200株

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 17,856,474 473,763 11,684,299 6,645,938

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取り等による増加 456,753株

連結子会社の持分率変動により増加した自己株式（当社株式）の当社帰属分 16,368株

持分法適用会社の持分率変動により増加した自己株式（当社株式）の当社帰属分　 642株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買増請求による減少  118,586株

株式交換により連結子会社が取得した自己株式（当社株式）の少数株主帰属分等 224,285株

株式交換に伴う自己株式（当社株式）の交付 11,294,470株

連結子会社減少に伴い減少した自己株式（当社株式）の当社帰属分  46,958株

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４　配当に関する事項

(1） 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 1,806百万円 2円50銭 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月29日
取締役会

普通株式 2,210百万円 3円00銭 平成19年９月30日 平成19年12月７日

(2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,209百万円 3円00銭 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 736,995,435 ― ― 736,995,435

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 6,645,938 2,122,498 373,643 8,394,793

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 632,711株

取締役会決議に基づく市場買付による増加 1,450,000株

連結子会社保有の自己株式（当社株式）取得により増加した当社帰属分 6,712株

持分法適用会社の持分率変動により増加した自己株式（当社株式）の当社帰属分　 33,075株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買増請求による減少 373,643株

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４　配当に関する事項

(1） 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 2,209百万円 3円00銭 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月29日
取締役会

普通株式 2,201百万円  3円00銭 平成20年９月30日 平成20年12月５日

(2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度後となるもの

次のとおり決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,198百万円 3円00銭 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

 百万円

現金及び預金勘定 20,596

有価証券勘定 10

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △133

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △10

短期借入金勘定に含まれる当座借越 △685

現金及び現金同等物 19,777

 

 百万円

現金及び預金勘定 31,523

有価証券勘定 10

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △160

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △10

現金及び現金同等物    31,363

 

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

小田急建設㈱

──────────

 百万円

流動資産 40,721

固定資産 23,678

流動負債 △46,493

固定負債 △9,856

 

なお、株式の売却代金は未決済のため、上記流動資産

に含まれる現金及び現金同等物11,245百万円を「連結範

囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出」として表

示しております。
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（セグメント情報）

１　事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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)

Ⅰ　営業収益及び営業利益         

営業収益         

(1) 外部顧客に対する
営業収益

167,836 255,449 64,961 54,735 81,061 624,044 ― 624,044

(2) セグメント間の
内部営業収益又　
は振替高　

3,875 5,461 5,944 26,448 21,044 62,775 (62,775) ―

計 171,712 260,911 70,905 81,184 102,105 686,819 (62,775) 624,044

営業費用 145,621 255,715 59,934 79,944 100,034 641,250 (61,140) 580,109

営業利益 26,090 5,195 10,971 1,240 2,071 45,568 (1,634) 43,934

Ⅱ　資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

        

資産 705,790 89,772 347,011 3,934 121,613 1,268,122 25,324 1,293,446

減価償却費 36,547 4,648 11,395 266 4,748 57,606 (352) 57,253

減損損失 43 817 3,541 232 684 5,320 ― 5,320

資本的支出 60,283 5,959 57,914 407 6,378 130,943 ― 130,943

(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。

(4)　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度85,886百万円であります。その主
なものは、親会社での余資運用資金（現金・預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門
に係る資産等であります。　

(5)　減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。
(6)　建設業において、小田急建設㈱及び同社の子会社であるケンキー工業㈱は、連結の範囲から除外しております。

なお、両社の営業損益については連結し、資産については連結しておりません。
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31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)

Ⅰ　営業収益及び営業利益        

営業収益        

(1) 外部顧客に対する営業収益 168,612 247,217 61,171 77,758 554,759 ― 554,759

(2) セグメント間の内部営業収益
又は振替高

3,587 3,566 5,820 25,353 38,328 (38,328) ―

計 172,199 250,784 66,991 103,111 593,087 (38,328) 554,759

営業費用 148,064 248,999 58,485 104,057 559,607 (38,584) 521,022

営業利益又は営業損失(△) 24,135 1,785 8,505 △945 33,480 (△256) 33,736

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出

       

資産 715,633 88,445 359,482 119,121 1,282,683 27,054 1,309,738

減価償却費 37,249 5,606 11,234 5,137 59,228 (274) 58,953

減損損失 110 440 210 606 1,368 ― 1,368

資本的支出 39,610 13,498 24,353 9,065 86,527 (1,272) 85,254

(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、当連結会計年度より事
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、当連結会計年度の「その他の事業」の営業収益は5,753百万円増加し、営

業損失は34百万円減少しております。
(4)　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度88,379百万円であります。その主

なものは、親会社での余資運用資金（現金・預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門
に係る資産等であります。　

(5)　減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。
 

２　所在地別セグメント情報

(前連結会計年度、当連結会計年度)

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

(前連結会計年度、当連結会計年度)

海外売上高がないため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 285円85銭 

１株当たり当期純利益金額 26円11銭

１株当たり純資産額    274円82銭 

１株当たり当期純利益金額   14円19銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。

 

（注）　算定上の基礎は以下のとおりであります。

１　１株当たり純資産額

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額 (百万円) 211,780 203,274

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 3,013 3,040

（うち少数株主持分） (百万円) (3,013) (3,040)

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 208,766 200,233

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

(株) 730,349,497 728,600,642

２　１株当たり当期純利益金額

 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益 (百万円) 18,930 10,340

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 18,930 10,340

普通株式の期中平均株式数 (株) 724,979,776 728,987,395

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

（開示の省略）

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、

企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ております。
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,950 14,718 

未収運賃 4,654 5,050 

未収金 14,936 15,550 

短期貸付金 1,350 － 

分譲土地建物 6,942 6,428 

貯蔵品 807 852 

前払費用 662 667 

繰延税金資産 4,000 2,881 

その他の流動資産 112 9,127 

貸倒引当金 △1,562 △52 

流動資産合計 34,853 55,223 

固定資産   

鉄道事業固定資産   

有形固定資産 826,739 858,599 

減価償却累計額 △329,614 △353,033 

有形固定資産（純額） 497,125 505,565 

無形固定資産 6,422 7,802 

鉄道事業固定資産合計 503,547 513,367 

不動産事業固定資産   

有形固定資産 388,850 401,984 

減価償却累計額 △147,639 △153,581 

有形固定資産（純額） 241,211 248,402 

無形固定資産 468 461 

不動産事業固定資産合計 241,679 248,863 

その他事業固定資産   

有形固定資産 16,566 16,897 

減価償却累計額 △6,455 △7,230 

有形固定資産（純額） 10,110 9,666 

無形固定資産 10 14 

その他事業固定資産合計 10,121 9,681 

各事業関連固定資産   

有形固定資産 18,321 18,916 

減価償却累計額 △8,565 △8,706 

有形固定資産（純額） 9,755 10,209 

無形固定資産 1,354 955 

各事業関連固定資産合計 11,109 11,165 

建設仮勘定   

鉄道事業仮勘定 53,602 36,978 

その他 53,431 71,549 

建設仮勘定合計 107,033 108,528 

投資その他の資産   

投資有価証券 63,126 44,774 

関係会社株式 59,168 54,598 

関係会社長期貸付金 － 1,500 

出資金 0 0 

長期前払費用 2,457 1,959 

その他の投資等 8,702 8,741 

貸倒引当金 △38 △1,569 

関係会社投資損失引当金 － △204 

投資その他の資産合計 133,416 109,800 

固定資産合計 1,006,908 1,001,407 

資産合計 1,041,761 1,056,630 



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 111,123 122,210 

1年内返済予定の長期借入金 19,934 19,946 

1年以内償還社債 25,000 45,000 

未払金 33,109 33,808 

未払費用 3,707 4,593 

未払消費税等 326 337 

未払法人税等 6,130 － 

預り連絡運賃 956 754 

預り金 8,695 8,176 

前受運賃 6,015 5,918 

前受金 24,981 35,210 

前受収益 2,075 2,099 

賞与引当金 4,000 3,350 

従業員預り金 11,753 11,495 

その他の流動負債 － 116 

流動負債合計 257,808 293,018 

固定負債   

社債 150,000 165,000 

長期借入金 207,823 199,586 

鉄道・運輸機構長期未払金 131,463 123,394 

繰延税金負債 8,030 2,375 

退職給付引当金 5,524 4,958 

関係会社事業損失引当金 － 418 

預り保証金 35,285 34,322 

受託工事長期前受金 9,414 14,571 

その他の固定負債 4,220 2,181 

固定負債合計 551,763 546,808 

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 32,900 28,200 

特別法上の準備金合計 32,900 28,200 

負債合計 842,472 868,026 

純資産の部   

株主資本   

資本金 60,359 60,359 

資本剰余金   

資本準備金 23,863 23,863 

その他資本剰余金 32,745 32,749 

資本剰余金合計 56,608 56,612 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 1,804 1,804 

別途積立金 500 500 

繰越利益剰余金 53,388 56,908 

利益剰余金合計 55,692 59,212 

自己株式 △288 △2,979 

株主資本合計 172,372 173,204 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,917 15,399 

評価・換算差額等合計 26,917 15,399 

純資産合計 199,289 188,604 

負債純資産合計 1,041,761 1,056,630 



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

鉄道事業営業利益   

営業収益   

旅客運輸収入 113,302 113,275

運輸雑収 4,296 4,025

鉄道事業営業収益合計 117,599 117,300

営業費   

運送営業費 49,569 51,004

一般管理費 9,079 8,879

諸税 6,040 6,071

減価償却費 30,267 30,259

鉄道事業営業費合計 94,956 96,215

鉄道事業営業利益 22,643 21,085

不動産事業営業利益   

営業収益   

売上高 7,466 415

賃貸収入 37,153 37,123

不動産事業営業収益合計 44,619 37,538

営業費   

不動産事業売上原価 13,274 8,332

販売費及び一般管理費 5,089 4,607

諸税 3,343 3,063

減価償却費 13,666 13,285

不動産事業営業費合計 35,373 29,288

不動産事業営業利益 9,246 8,250

その他事業営業利益   

営業収益 4,360 4,625

営業費   

商品売上原価 1,182 1,276

販売費及び一般管理費 439 432

諸税 104 100

減価償却費 781 785

その他事業営業費合計 2,507 2,594

その他事業営業利益 1,853 2,030

全事業営業利益 33,742 31,366



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 42 29

有価証券利息 0 0

受取配当金 1,558 1,718

損失補償料受入額 846 －

雑収入 1,276 1,634

営業外収益合計 3,724 3,381

営業外費用   

支払利息 9,606 9,025

社債利息 2,762 2,996

雑支出 1,242 1,433

営業外費用合計 13,611 13,455

経常利益 23,855 21,293

特別利益   

固定資産売却益 2,019 209

工事負担金等受入額 1,876 1,285

特定都市鉄道整備準備金取崩額 4,700 4,700

投資有価証券売却益 1,914 －

その他 52 110

特別利益合計 10,563 6,305

特別損失   

固定資産売却損 393 30

固定資産圧縮損 1,689 1,076

固定資産除却損 2,466 3,554

減損損失 3,192 －

関係会社株式評価損 1,629 7,033

貸倒引当金繰入額 － 1,500

その他 267 1,150

特別損失合計 9,638 14,344

税引前当期純利益 24,780 13,253

法人税、住民税及び事業税 5,907 2,102

法人税等調整額 4,110 3,221

法人税等合計 10,017 5,323

当期純利益 14,762 7,930



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 60,359 60,359 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 60,359 60,359 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 23,318 23,863 

当期変動額   

株式交換 544 － 

当期変動額合計 544 － 

当期末残高 23,863 23,863 

その他資本剰余金   

前期末残高 26,641 32,745 

当期変動額   

株式交換 6,096 － 

自己株式の処分 7 3 

当期変動額合計 6,104 3 

当期末残高 32,745 32,749 

資本剰余金合計   

前期末残高 49,959 56,608 

当期変動額   

株式交換 6,641 － 

自己株式の処分 7 3 

当期変動額合計 6,648 3 

当期末残高 56,608 56,612 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1,248 1,804 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 555 － 

当期変動額合計 555 － 

当期末残高 1,804 1,804 

別途積立金   

前期末残高 500 500 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 500 500 

繰越利益剰余金   

前期末残高 43,197 53,388 

当期変動額   

剰余金の配当 △4,016 △4,410 

当期純利益 14,762 7,930 

固定資産圧縮積立金の積立 △555 － 

当期変動額合計 10,190 3,519 

当期末残高 53,388 56,908 

利益剰余金合計   

前期末残高 44,946 55,692 

当期変動額   

剰余金の配当 △4,016 △4,410 

当期純利益 14,762 7,930 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

当期変動額合計 10,746 3,519 

当期末残高 55,692 59,212 



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △7,635 △288 

当期変動額   

株式交換 7,605 － 

自己株式の取得 △336 △2,951 

自己株式の処分 77 261 

当期変動額合計 7,346 △2,690 

当期末残高 △288 △2,979 

株主資本合計   

前期末残高 147,630 172,372 

当期変動額   

株式交換 14,246 － 

剰余金の配当 △4,016 △4,410 

当期純利益 14,762 7,930 

自己株式の取得 △336 △2,951 

自己株式の処分 85 264 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

当期変動額合計 24,742 832 

当期末残高 172,372 173,204 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 42,815 26,917 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,898 △11,517 

当期変動額合計 △15,898 △11,517 

当期末残高 26,917 15,399 

純資産合計   

前期末残高 190,446 199,289 

当期変動額   

株式交換 14,246 － 

剰余金の配当 △4,016 △4,410 

当期純利益 14,762 7,930 

自己株式の取得 △336 △2,951 

自己株式の処分 85 264 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,898 △11,517 

当期変動額合計 8,843 △10,685 

当期末残高 199,289 188,604 



継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

 

 

６．その他
(役員の異動)

役員の異動については、開示すべき事項が発生した際に適切に開示いたします。　
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