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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） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 233,159 △2.5 23,033 △2.3 20,702 1.6 8,990 △25.8

20年3月期 239,131 0.7 23,577 2.0 20,383 4.7 12,120 4.0

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 26.52 ― 5.9 2.9 9.9
20年3月期 35.78 ― 8.4 2.9 9.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  4,663百万円 20年3月期  4,664百万円

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 726,059 160,341 21.3 456.10
20年3月期 709,893 151,299 20.9 437.80

（参考） 自己資本   21年3月期  154,397百万円 20年3月期  148,347百万円

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

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 28,128 △7,652 △24,664 23,614
20年3月期 36,336 △17,058 △15,817 27,799

2.  配当の状況 

（注）21年3月期期末配当金の内訳 特別配当0円50銭 

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 2.50 ― 3.00 5.50 1,896 15.4 1.3
21年3月期 ― 2.50 ― 3.00 5.50 1,896 20.7 1.2

22年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 3.50 6.00 15.7

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
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

126,200 10.7 12,800 1.9 11,400 △0.8 7,100 59.9 20.97

通期 252,600 8.3 23,800 3.3 21,400 3.4 12,900 43.5 38.11

-1-

k27319
総務課より(カラーロゴ)



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） 

(注)詳細は、19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） 

(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、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  6,307,729株 20年3月期  5,975,694株

（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） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 68,427 △0.5 12,969 △2.6 10,372 2.9 6,280 9.5
20年3月期 68,801 △3.4 13,317 2.0 10,078 10.2 5,735 6.3

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
円 銭 円 銭

21年3月期 18.22 ―

20年3月期 16.63 ―

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 510,205 99,517 19.5 288.64
20年3月期 501,464 95,046 19.0 275.67

（参考） 自己資本 21年3月期  99,517百万円 20年3月期  95,046百万円

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）

※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、4ページをご覧ください。 

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 
累計期間 34,600 4.4 6,800 △8.4 6,600 2.6 4,400 △8.4 12.76

通期 69,300 1.3 12,600 △2.8 10,500 1.2 6,600 5.1 19.14
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①当期の概況 
 当連結会計年度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、企業収益が大幅に減少するなか、雇用情勢が急速に悪化し、個人消費が低迷するなど、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。 
 その結果、全事業営業収益は2,331億５千９百万円（前期比2.5％減）となり、全事業営業利益は
230億３千３百万円（前期比2.3％減）となりました。経常利益は、支払利息の減少等により207億２
百万円（前期比1.6％増）となりましたが、当期純利益は、たな卸資産評価損の計上等により89億９
千万円（前期比25.8％減）となりました。 
 次に事業別にご報告いたします。 

  
<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、デジタルＡＴＳの整備を推進し、一部区間で供用を開始いたしました。 
 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、押上線連続立体化工事については、墨田区内の本体工事に着手いたしました。さらに、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11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、本年２月にダイヤ修正を行い、土曜・休日の新京成線との直通列車の運行時間帯を拡
大し、お客様の利便性の向上を図りました。また、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周年記念キャンペーンを実施いたしました。さ
らに、サービス介助士の資格取得を推進したほか、京成線及び北総線の全駅において、ＡＥＤ（自動
体外式除細動器）の設置を完了いたしました。このほか、環境対策として、高砂の電車区屋上に「太
陽光発電システム」を設置し、稼働を開始いたしました。 
 バス事業では、一般乗合路線において、幕張地区及び荒川区汐入地区等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。高速バス
路線においては、成田空港への３路線や新浦安地区と都心を結ぶ路線を新設したほか、経由変更、増
便等を行うなど、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1,145億９百万円（前期比0.2％減）となりましたが、営業利益は178億２
千６百万円（前期比1.7％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100周年を記念した各種イベントを開催いたしました。 
 ショッピングセンター業では、船橋駅高架下商業施設「ネクスト船橋」を新たにオープンいたしま
した。 
 ストア業では、コンビニエンスストア「ａｍ／ｐｍ」について、京成四ツ木駅店及びネクスト船橋
店の２店舗をオープンしたほか、ＩＣカード乗車券「ＰＡＳＭＯ」の電子マネーサービスをさらに31
店舗で実施し、お客様の利便性向上を図りました。 
 しかしながら、個人消費の低迷等により、営業収益は808億５千８百万円（前期比1.5％減）とな
り、営業利益は６億３千７百万円（前期比40.1％減）となりました。 

  
<不動産業> 
 不動産販売業では、中高層住宅「サングランデ市川八幡」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、成田市公津の杜において賃貸住宅「パレットサンク」の賃貸を開始したほか、
平成21年度中の竣工に向け、成田市花崎町においてビジネスホテル及び空港関連企業向け賃貸社宅の
建設を推進いたしました。 
 しかしながら、不動産市況の悪化等により、営業収益は180億９千２百万円（前期比1.0％減）とな
り、営業利益は31億１千４百万円（前期比20.6％減）となりました。 

  
<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・宴会場の改修を実施するなど、
集客に努めました。 

【定性的情報・財務諸表等】

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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  旅行業では、京成トラベルサービス全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、需要が減退したことなどにより、営業収益は129億６千６百万円（前期比3.2％減）
となり、営業利益は３億４千１百万円（前期比22.4％減）となりました。 

  
<建設業> 
 建設業では、北習志野駅前ビルやバス営業所等が竣工いたしました。また、鉄道施設改良工事や分
譲マンションの新築工事を行いました。 
 以上の結果、完成工事高が減少したため、営業収益は213億４千８百万円（前期比21.5％減）とな
りましたが、営業利益は10億２千４百万円（前期比19.2％増）となりました。 

  

②次期の見通し 
 次期の営業収益は2,526億円（前期比8.3％増）を見込んでおります。セグメント別では、運輸業は
帝都自動車交通㈱の連結子会社化等により1,323億円（前期比15.5％増）を見込んでおります。流通
業は個人消費の低迷等により801億円（前期比0.9％減）、不動産業は分譲戸数の増加や新規賃貸物件
の稼動開始等により201億円（前期比11.1％増）、レジャー・サービス業は132億円（前期比1.8％
増）、建設業は完成工事高の増加等により242億円（前期比13.4％増）、その他の事業は55億円（前
期比11.1％減）をそれぞれ見込んでおります。 
 利益面では、運輸業で燃料費高騰の沈静化や、ストア業での経費削減、不動産業の分譲戸数の増加
等により、営業利益は238億円（前期比3.3％増）を見込んでおります。また経常利益は214億円（前
期比3.4％増）を見込んでおり、当期純利益につきましては前期のたな卸資産評価損、減損損失等が
なくなったことにより129億円（前期比43.5％増）となる見込みです。 

  
セグメント別次期の見通し 

 
  

(単位：億円、単位未満切捨)

営業収益 営業利益

次期の見通し 対前期増減額 増減率(％) 次期の見通し 対前期増減額 増減率(％)

運輸業 1,323 177 15.5 185 6 3.8

流通業 801 △ 7 △ 0.9 10 3 56.8

不動産業 201 20 11.1 32 0 2.7

レジャー・サービス業 132 2 1.8 3 △ 0 △ 12.2

建設業 242 28 13.4 7 △ 3 △ 31.7

その他の事業 55 △ 6 △ 11.1 2 △ 2 △ 55.4

計 2,754 214 8.4 239 5 2.2

連結修正 △ 228 △ 20 ― △ 1 2 ―

連結 2,526 194 8.3 238 7 3.3
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①資産、負債及び純資産の状況 
 資産合計は2.3％（161億６千６百万円）増の7,260億５千９百万円となりました。これは、「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
124億８千１百万円減少した一方、「建設仮勘定」が117億２千万円増加したほか、「土地」が帝都自
動車交通㈱の連結子会社化等により114億５千万円増加したことが主たる要因です。 
 負債合計は、1.3％（71億２千３百万円）増の5,657億１千７百万円となりました。これは、社債が
151億６千万円減少、「鉄道・運輸機構長期未払金」が42億９千２百万円減少した一方、「前受金」
が工事負担金の受入れ等により118億６千５百万円増加し、帝都自動車交通㈱の連結子会社化等によ
り借入金が55億４千２百万円増加したことや「退職給付引当金」が55億５千３百万円増加したことが
主たる要因です。 
 純資産合計は、6.0％（90億４千２百万円）増の1,603億４千１百万円となりました。これは、「そ
の他有価証券評価差額金」が保有株式の時価の下落等により10億５千７百万円減少した一方、「利益
剰余金」が当期純利益の計上等により70億９千４百万円増加したほか、「少数株主持分」が帝都自動
車交通㈱の連結子会社化等により29億９千２百万円増加したことが主たる要因です。 
  

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》 
 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益164億３
千４百万円に減価償却費、固定資産圧縮損等を調整した結果、281億２千８百万円の収入となり、前
連結会計年度と比べ22.6％(82億８百万円)の収入減となりました。 
  
《投資活動によるキャッシュ・フロー》 
  当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、工事負担金等の受入れによる収入
が115億６千１百万円、投資有価証券の売却による収入が188億９百万円あったものの、固定資産の取
得による支出が357億７千８百万円あったことにより、76億５千２百万円の支出となり、前連結会計
年度と比べ55.1%（94億５百万円）の支出減となりました。 
  
《財務活動によるキャッシュ・フロー》 
  当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が304億２
千７百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が294億３百万円、社債の償還による支出が
151億６千万円あったことにより、246億６千４百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ55.9％
(88億４千７百万円)の支出増となりました。 
  
 以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ15.1％(41億
８千５百万円)減少し、236億１千４百万円となりました。  
  
なお、連結キャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記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／営業キャッシュ・フロー 
  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
  （注）1．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。 
        2．株式時価総額は、期末株価終値×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。 
  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 18.1 20.1 20.9 21.3

時価ベースの自己資本比率(％) 39.0 37.6 26.0 23.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 14.6 14.4 11.6 14.6

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 3.4 3.6 4.3 3.6
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当社は鉄道事業を中心とする公共性の高い業種でありますので、今後の事業展開と経営基盤の強化
安定に必要となる内部留保資金の確保や業績等を勘案しながら、安定的かつ継続的に利益還元してい
くことを基本方針としております。 
 この方針に基づき、当期の期末配当金は１株につき50銭の特別配当を加えた３円（中間配当金を含
む年間配当金は５円50銭）を予定しております。 
 また、次期の配当につきましては、平成21年６月に当社創立100周年を迎えることから、株主の皆
様に感謝の意を表すため、期末に１株につき１円の記念配当を実施し、年間配当金は６円（中間配当
金２円50銭、期末配当金３円50銭）を予定しております。 
 内部留保資金につきましては、当社は成田新高速鉄道の平成22年度開業に向けて事業の推進を図る
とともに、輸送力の増強、運転保安及び旅客サービスの向上等の設備投資を継続しておりますので、
これらの資金需要に備えるとともに、有利子負債の削減を図ってまいる所存です。 

  

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、
以下の将来に関する事項は、平成21年４月に開催したコンプライアンス・リスク管理委員会における
審議を経て判断したものです。 
  

①法的規制 
 当社グループは、鉄道事業、バス事業等の運輸業を主たる事業としています。これらの事業を営む
上で、施設等の新設や保全、運賃・料金の設定等には鉄道事業法、道路運送法等の法的な規制を受け
ております。そのほか当社グループの各事業は所管法令による規制を受けており、法的規制の新設又
は適用基準の重大な変更がなされた場合、企業活動の制限又は法令上の規制に対応するための経営コ
ストの増加等により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 
 当社グループが提供する商品の品質管理には万全を期しておりますが、施工販売物件における瑕
疵、取扱商品に重大な商品事故が発生した場合には、当社グループの経営成績に影響を受ける可能性
があります。 
 当社グループでは、内部統制システムの維持、向上に取り組んでおりますが、内部統制の不備等に
より不適切な財務報告等が発生した場合、また、反社会的勢力に対する不適切な対応等が行われた場
合には、社会的信用が失墜する可能性があります。 
  

②少子高齢化 
 わが国は少子高齢化が進展しており、生産年齢人口が将来にわたり減少することが推測されていま
す。当社グループの事業エリアは全国平均からは遅行するものの、人口の減少や構造の変化等社会情
勢及び経済情勢の変化により、当社グループが提供する商品・サービスの需要が低下した場合、労働
力の確保並びに人材の育成が困難となった場合には、収益の減少及び経営コストの増加により、当社
グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
  

③国際情勢等 
 当社グループの事業エリア内には成田国際空港があり、運輸業における空港利用者に係る営業収益
の依存度は比較的高い状況にあります。このため、重大なテロ行為や国際紛争、感染症流行等が発生
した場合、空港利用客の大幅減少により収益が減少する可能性があるほか、市場や為替相場の動向に
よる原油及び原材料価格が高騰した場合、商品・原材料調達コストの増加等により、当社グループの
経営成績が影響を受ける可能性があります。 
  

④自然災害等 
 当社グループは、運輸業を中心に、東京都東部、千葉県北西部を中心とした一定の地域に事業を展
開しております。同地域において地震・台風等の自然災害が発生した場合、当社グループの施設を対
象としたテロ行為、様々な事故や感染症等が発生した場合、顧客や従業員の罹災、固定資産や棚卸資
産へ被害が及ぶこともあり、また、消費意欲の低下による収益の減少や復旧改善コストの増加によ
り、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 
  

⑤システム障害 
 当社グループでは、決算業務処理や列車運行、座席予約システム等各事業において情報システムを
使用しております。これらのハードウェア、ソフトウェア又はネットワークに、自然災害や人為的ミ
ス、妨害行為等により重大な障害が発生した場合、業務に支障を来し開示情報等の遅延による社会的
信用の失墜の惧れがあるほか、復旧並びに改善に長期を要する場合、収益の減少や復旧改善コストの
増加により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 
  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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⑥金利上昇 
 当連結会計年度末の当社グループの借入金、社債及び鉄道・運輸機構長期未払金の合計は4,100億
円であり、今後とも有利子負債の抑制に努めていく方針です。当社グループとしては可能な限り有利
子負債の固定金利化を進め、金利の上昇リスクの抑制に努めていますが、今後、金利が大幅に上昇し
た場合、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 
  

⑦情報漏洩 
 当社グループでは、各事業において個人情報等業務上の機密情報を保有しています。「情報セキュ
リティ方針」や「個人情報保護方針」、「内部者取引防止規則」等を制定し、役員や従業員への啓蒙
活動、マニュアル類の整備等機密情報の管理体制の整備・強化に努めていますが、不測の事故等によ
り機密情報が外部へ漏洩するような事態が発生した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等によ
り、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 
  

⑧その他 
 不適切なお客様対応が生じた場合、又は情報開示を適時適正に実施しなかった場合、当社グループ
の社会的信用が失墜する惧れがあります。重要な提携先における不測の事故や事件の発生又は経営の
悪化が当社グループの事業に支障を来す惧れがあります。関係会社の業績が悪化した場合は、当社グ
ループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 
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当社グループは、当社、子会社77社及び関連会社９社により構成され、東京都東部、千葉県、茨城県を
主要営業エリアとし、運輸業を中心に流通業、不動産業、レジャー・サービス業、建設業などを多角的に
展開しております。その営んでいる主要な事業内容及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおり
であります。 

 
(注)1. ①は連結子会社、②は持分法適用関連会社であります。 
  2. 上記部門の会社数には、当社及び関連会社３社が各々２部門に重複して含まれておりま 
        す。 
  3. 当社は、北総鉄道㈱と相互直通運転をしております。 
  4. 当社は、京成トラベルサービス㈱に対して乗車券の発売業務を委託しております。 
  5. 当社は、京成建設㈱、京成電設工業㈱及び京成車両工業㈱に対して工事を発注しておりま 
        す。 

２. 企業集団の状況

(1) 運輸部門(50社)
事業の内容 会    社    名

鉄道事業 当社、北総鉄道㈱①、千葉ニュータウン鉄道㈱①、新京成電鉄㈱②
関東鉄道㈱②、小湊鉄道㈱②、成田空港高速鉄道㈱②

バス事業 京成バス㈱①、千葉交通㈱①、千葉中央バス㈱①、千葉海浜交通㈱①

千葉内陸バス㈱①、成田空港交通㈱①、ちばフラワーバス㈱①

ちばレインボーバス㈱①、東京ベイシティ交通㈱①、ちばグリーンバス㈱①

京成タウンバス㈱①、ちばシティバス㈱①、京成トランジットバス㈱①

京成バスシステム㈱①、関東鉄道㈱②、小湊鉄道㈱②、東京空港交通㈱②
タクシー事業 帝都自動車交通㈱①、市川交通自動車㈱①、成田タクシー㈱①、㈱千葉交タクシー①

船橋交通㈱①、合同タクシー㈱①、西千葉タクシー㈱①

富士見タクシー㈱①、三田下総交通㈱①
その他19社

(2) 流通部門(６社)
事業の内容 会    社    名

ストア業 ㈱京成ストア①、㈱コミュニティー京成①
百貨店業 ㈱水戸京成百貨店①
園芸植物卸売業 京成バラ園芸㈱①
ショッピングセンター業 ㈱ユアエルム京成①

その他１社

(3) 不動産部門(９社)
事業の内容 会    社    名

不動産販売業 当社、京成不動産㈱①、新京成電鉄㈱②、関東鉄道㈱②、小湊鉄道㈱②
不動産賃貸業 当社、京葉商事㈱①、新京成電鉄㈱②、関東鉄道㈱②、小湊鉄道㈱②
不動産管理業 京成ビルサービス㈱①

その他２社

(4) レジャー・サービス部門(14社)
事業の内容 会    社    名

テーマパーク事業 ㈱オリエンタルランド②
飲食・映画・遊技場業 ㈱イウォレ京成①、筑波観光鉄道㈱①
ホテル業 京成ホテル㈱①、㈱千葉京成ホテル①
広告代理業 ㈱京成エージェンシー①
旅行業 京成トラベルサービス㈱①
清掃業 京成ハーモニー㈱①

その他６社

(5) 建設部門(２社)
事業の内容 会    社    名

建設業 京成建設㈱①、京成電設工業㈱①

(6) その他の部門(10社)
事業の内容 会    社    名

鉄道車両整備業 京成車両工業㈱①
自動車車体製造業 京成自動車工業㈱①
保険代理業 ㈱京成保険コンサルティング①
自動車教習所業 ㈱京成ドライビングスクール①

その他６社
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上記については、平成19年３月期決算短信（平成19年５月15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.keisei.co.jp/keisei/ir/p020601.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 

  

グループ中期経営計画「Ｆ４プラン」（平成19～21年度）は、「コア事業である運輸業の基盤強化
と成田新高速鉄道開業に向けた事業推進」、「事業エリアの集中及び保有資産の活用」、「お客様第
一主義の徹底及び京成ブランドの浸透」、「グループ経営推進体制の強化」を基本戦略としておりま
す。 
 なお、当計画は平成19年３月23日に東京証券取引所に適時開示しております。 
 当社グループを取り巻く事業環境は、世界的な景気後退や少子高齢化、不安定な国際情勢等依然と
して厳しい状況が続くものと予想されます。当社グループといたしましては、平成21年度に 終年度
を迎えるグループ中期経営計画「Ｆ４プラン」の目標達成に向けて、収益力の向上とあわせて引き続
き経営の効率化等に取り組むとともに、グループ一体となって諸課題に対応し、経営基盤の安定強化
と企業価値の 大化を図ってまいります。 
 運輸業のうち鉄道事業では、安全管理体制のさらなる強化を図るとともに、お客様にご利用いただ
きやすい運行ダイヤの設定、高齢化社会に向けたバリアフリー施設の充実等に努めてまいります。ま
た、平成22年度を目途に都心と成田国際空港を30分台で結ぶ「成田新高速鉄道」の運行会社として、
開業後の速達性・利便性向上による競争力強化を目指してまいります。 
 バス・タクシー事業では、引き続き安全輸送の徹底とお客様のニーズにあった様々な形態の輸送サ
ービスの提供、人と環境にやさしい車両の導入等に積極的に取り組んでまいります。また、成田国際
空港、東京ディズニーリゾート等の拠点を活かした高速バス路線網の拡充を推進してまいります。 
 流通業では、地域密着型の事業展開と効率的な店舗運営を行ってまいります。 
 不動産業では、沿線を中心として短期に商品化可能な事業を展開してまいります。また、グループ
保有資産等の有効活用による賃貸資産の拡充を図ります。このほか、沿線の街づくり事業として、押
上・業平橋駅周辺土地区画整理事業、本八幡Ａ地区市街地再開発事業に参画してまいります。 
 レジャー・サービス業では、他社との差別化を図り、積極的な営業活動をグループ全体で展開して
まいります。 
 建設業では、技術力向上を図り、提案型営業を強化することで、受注の拡大を目指してまいりま
す。 
 当社グループは、グループ経営理念に基づき、「安全・安心」と、お客様に喜ばれる商品・サービ
スを提供し、京成沿線を中心とする地域の発展に寄与してまいります。また、平成20年度に導入した
財務報告に係る内部統制システムの強化に努めるとともに、コンプライアンス・リスク管理体制を充
実させ、さらなる法令・社会規範の遵守及び企業の社会的責任の遂行に取り組んでまいります。 
 当社は本年創立100周年を迎えます。これからもお客様第一主義を徹底し、「ＢＭＫ（ベストマナ
ー向上）推進運動」を浸透させ、選ばれる京成グループを構築してまいります。 

３. 経営方針

(1) 経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な経営戦略及び対処すべき課題
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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 28,301 24,244 

受取手形及び売掛金 12,976 14,072 

たな卸資産 32,807 － 

分譲土地建物 － 23,262 

商品 － 2,500 

仕掛品 － 2,708 

原材料及び貯蔵品 － 1,535 

繰延税金資産 4,232 2,683 

その他 27,555 34,300 

貸倒引当金 △78 △55 

流動資産合計 105,795 105,252 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 268,287 268,583 

機械装置及び運搬具（純額） 23,692 23,256 

土地 124,422 135,872 

建設仮勘定 34,988 46,708 

その他（純額） 2,518 3,934 

有形固定資産合計 453,909 478,355 

無形固定資産 

のれん 1,903 1,365 

その他 7,775 7,571 

無形固定資産合計 9,679 8,937 

投資その他の資産 

投資有価証券 111,383 98,902 

長期貸付金 366 513 

繰延税金資産 13,800 16,813 

その他 15,676 18,043 

貸倒引当金 △874 △890 

投資その他の資産合計 140,353 133,380 

固定資産合計 603,941 620,674 

繰延資産 155 133 

資産合計 709,893 726,059 
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(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 18,298 16,882 

短期借入金 72,243 76,965 

1年内償還予定の社債 15,160 100 

未払法人税等 4,683 4,931 

前受金 46,824 58,689 

賞与引当金 2,922 2,986 

役員賞与引当金 129 129 

その他 28,890 29,930 

流動負債合計 189,152 190,615 

固定負債 

社債 71,350 71,250 

長期借入金 176,485 177,306 

鉄道・運輸機構長期未払金 84,556 80,264 

繰延税金負債 340 1,917 

退職給付引当金 24,221 29,774 

役員退職慰労引当金 501 536 

負ののれん 301 1,255 

その他 11,684 12,797 

固定負債合計 369,441 375,102 

負債合計 558,594 565,717 

純資産の部 

株主資本 

資本金 36,803 36,803 

資本剰余金 27,978 27,997 

利益剰余金 84,470 91,564 

自己株式 △1,989 △2,006 

株主資本合計 147,262 154,360 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,160 102 

繰延ヘッジ損益 △75 △65 

評価・換算差額等合計 1,084 36 

少数株主持分 2,951 5,944 

純資産合計 151,299 160,341 

負債純資産合計 709,893 726,059 
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(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 239,131 233,159 

営業費 

運輸業等営業費及び売上原価 177,323 171,894 

販売費及び一般管理費 38,230 38,231 

営業費合計 215,554 210,126 

営業利益 23,577 23,033 

営業外収益 

受取利息 421 392 

受取配当金 159 135 

持分法による投資利益 4,664 4,663 

受託工事事務費戻入 279 296 

雑収入 1,412 1,272 

営業外収益合計 6,936 6,761 

営業外費用 

支払利息 8,496 7,813 

雑支出 1,634 1,278 

営業外費用合計 10,130 9,091 

経常利益 20,383 20,702 

特別利益 

固定資産売却益 794 100 

持分変動利益 － 4,772 

投資有価証券売却益 25 － 

工事負担金等受入額 6,906 4,334 

その他 55 17 

特別利益合計 7,781 9,224 

特別損失 

固定資産除却損 690 545 

固定資産圧縮損 6,735 4,407 

固定資産売却損 73 210 

投資有価証券売却損 1 － 

投資有価証券評価損 224 977 

たな卸資産評価損 － 3,782 

減損損失 453 3,309 

その他 192 260 

特別損失合計 8,371 13,493 

税金等調整前当期純利益 19,793 16,434 

法人税、住民税及び事業税 7,008 7,850 

法人税等調整額 416 △564 

法人税等合計 7,425 7,286 

少数株主利益 247 157 

当期純利益 12,120 8,990 

京成電鉄㈱(9009)　平成21年３月期　決算短信

-12-



(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 36,803 36,803 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 36,803 36,803 

資本剰余金 

前期末残高 27,949 27,978 

当期変動額 

自己株式の処分 28 19 

当期変動額合計 28 19 

当期末残高 27,978 27,997 

利益剰余金 

前期末残高 73,966 84,470 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,723 △1,896 

当期純利益 12,120 8,990 

合併による増加 107 － 

当期変動額合計 10,504 7,094 

当期末残高 84,470 91,564 

自己株式 

前期末残高 △1,989 △1,989 

当期変動額 

自己株式の取得 △3 △200 

自己株式の処分 3 2 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減 

△0 180 

当期変動額合計 △0 △16 

当期末残高 △1,989 △2,006 

株主資本合計 

前期末残高 136,730 147,262 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,723 △1,896 

当期純利益 12,120 8,990 

合併による増加 107 － 

自己株式の取得 △3 △200 

自己株式の処分 31 22 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減 

△0 180 

当期変動額合計 10,532 7,097 

当期末残高 147,262 154,360 
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(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 3,675 1,160 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,515 △1,057 

当期変動額合計 △2,515 △1,057 

当期末残高 1,160 102 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 54 △75 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △130 10 

当期変動額合計 △130 10 

当期末残高 △75 △65 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 3,729 1,084 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,645 △1,047 

当期変動額合計 △2,645 △1,047 

当期末残高 1,084 36 

少数株主持分 

前期末残高 2,737 2,951 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 214 2,992 

当期変動額合計 214 2,992 

当期末残高 2,951 5,944 

純資産合計 

前期末残高 143,197 151,299 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,723 △1,896 

当期純利益 12,120 8,990 

合併による増加 107 － 

自己株式の取得 △3 △200 

自己株式の処分 31 22 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己
株式の増減 

△0 180 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,431 1,945 

当期変動額合計 8,101 9,042 

当期末残高 151,299 160,341 
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(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 19,793 16,434 

減価償却費 19,128 19,687 

減損損失 453 3,309 

固定資産圧縮損 6,735 4,407 

固定資産除却損 1,281 1,034 

繰延資産償却額 31 22 

投資有価証券評価損益（△は益） 224 977 

退職給付会計基準変更時差異の処理額 759 759 

のれん償却額 405 452 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,834 2,277 

受取利息及び受取配当金 △580 △527 

支払利息 8,496 7,813 

固定資産売却損益（△は益） △701 113 

投資有価証券売却損益（△は益） △23 － 

持分法による投資損益（△は益） △4,664 △4,663 

持分変動損益（△は益） 7 △4,772 

工事負担金等受入額 △6,906 △4,334 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,618 2,813 

その他 238 △4,119 

小計 48,131 41,683 

利息及び配当金の受取額 2,047 1,893 

利息の支払額 △8,412 △7,798 

法人税等の支払額 △5,429 △7,650 

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,336 28,128 

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 △31,677 △35,778 

固定資産の売却による収入 2,260 245 

工事負担金等受入による収入 13,624 11,561 

投資有価証券の取得による支出 △671 △143 

投資有価証券の売却による収入 1,068 18,809 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による収入 

－ 390 

その他 △1,663 △2,737 

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,058 △7,652 
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(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) 

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） 292 △4,214 

長期借入れによる収入 14,043 30,427 

長期借入金の返済による支出 △34,303 △29,403 

社債の発行による収入 20,389 － 

社債の償還による支出 △10,254 △15,160 

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △4,227 △4,171 

配当金の支払額 △1,723 △1,896 

その他 △34 △245 

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,817 △24,664 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,460 △4,189 

現金及び現金同等物の期首残高 24,254 27,799 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 4 

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同
等物の増加額 

84 － 

現金及び現金同等物の期末残高 27,799 23,614 
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     該当事項はありません。 

  

(6)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 
  (a) 連結子会社の数……47社 
     主要な連結子会社の名称：北総鉄道㈱、京成バス㈱、帝都自動車交通㈱、㈱京成ストア、 
                               京成建設㈱、㈱水戸京成百貨店 
  (b) 主要な非連結子会社の名称：鋸山ロープウェー㈱、㈱京成情報システム 
    (連結の範囲から除いた理由)いずれも小規模であり、合計の総資産、営業収益、持分に見   
                合う当期純損益及び持分に見合う利益剰余金等はいずれも連結 
                計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から 
                除外しております。 
  (c) 連結の範囲の変更 
     京成ホテルマネジメント㈱は、従来の京成ホテル㈱の事業を承継したことに伴い、当連 
    結会計年度から連結子会社に含めることといたしました。なお、平成20年12月１日に京成 
    ホテルマネジメント㈱は京成ホテル㈱に、従来の京成ホテル㈱は京成ホテル管財㈱に商号 
    を変更しております。 
     従来、持分法適用関連会社であった帝都自動車交通㈱は、平成21年３月31日に同社株式 
    を当社が追加取得したことにより、当連結会計年度から連結子会社に含めることといたし 
    ました。 
        京成開発㈱は平成20年12月１日、㈱京成保険コンサルティングに商号を変更しておりま 
    す。 
  
 2．持分法の適用に関する事項 
  (a) 持分法を適用した関連会社の数……６社 
    主要な会社等の名称：㈱オリエンタルランド、新京成電鉄㈱ 
     従来、持分法を適用していた帝都自動車交通㈱は平成21年３月31日に同社株式を当社が 
    追加取得したことにより、連結子会社となったため、上記の社数には含めておりません 
    が、追加取得時点までの同社の業績については持分法を適用しております。 
  (b) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称：鋸山ロープウ 
    ェー㈱、㈱京成情報システム、日暮里駅整備㈱ 
      (持分法を適用しない理由)持分に見合う当期純損益及び持分に見合う利益剰余金等からみ 
                 て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微 
               であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法を適用し  
               ておりません。 
  (c) 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項 
     持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事 
    業年度に係る計算書類を使用しております。 
  
 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会社は次のとおりであります。 
    12月末日決算会社……㈱千葉交タクシー、京成電設工業㈱ 
    １月末日  〃  ……成田タクシー㈱ 
    ２月末日  〃  ……市川交通自動車㈱、船橋交通㈱、合同タクシー㈱、 
              西千葉タクシー㈱、富士見タクシー㈱、三田下総交通㈱、帝都自動 
              車交通㈱、㈱京成ストア、㈱水戸京成百貨店、京成ビルサービス㈱ 
     上記13社については、各社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結 
    決算日との間に生じた重要な取引等については、連結上必要な調整を行っております。 
  
 4．会計処理基準に関する事項 
  (a) 重要な資産の評価基準及び評価方法 
   ①有価証券 
     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により評価しておりま 
               す。 
                   (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 
              法により算定しております。) 
      時価のないもの……移動平均法に基づく原価法により評価しております。 
   ②デリバティブ……………時価法により評価しております。    

(5)継続企業の前提に関する注記
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   ③たな卸資産………………分譲土地建物及び未成工事支出金は、個別法に基づく原価法によ 
                             り、その他は主として売価還元法に基づく原価法により評価して 
               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 
                              定しております。） 
  (b) 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) 
     取得価額で約76％が定額法により、約24％が定率法により償却しております。 
     ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物付属設備を除く。)については、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    ５～60年 
      機械装置及び運搬具  ５～20年 
     （追加情報） 
        平成20年度法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、当連結 
      会計年度より機械装置の耐用年数を変更しております。 
            この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
   ②無形固定資産(リース資産を除く) 
     定額法を採用しております。 
     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 
      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。 
      なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年 
     ３月31日以前の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 
     によっております。 
  (c) 重要な引当金の計上基準 
   ①貸倒引当金 
          営業債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、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 
     従業員の賞与の支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を 
    計上しております。 
   ③役員賞与引当金 
     役員の賞与の支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計 
        上しております。 
   ④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。また、連結子会社の会計基準変更時差異について 
    は、10年による按分額を費用処理しております。過去勤務債務は、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。 
          数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内 
        の一定の年数(７～10年)による定額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。 
   ⑤役員退職慰労引当金 
     役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま 
        す。 
    (d) 鉄道事業における工事負担金等の会計処理の方法 
          鉄道事業において固定資産の取得のために受け入れた工事負担金等は、工事完成時に当 
        該固定資産の取得原価から直接減額しております。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じた額 
    を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。 
  (e) 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 
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   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。 
    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。 
  (f) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 
    ①繰延資産の処理方法 
      社債発行費 
       社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 
    ②支払利息の原価算入 
      分譲土地建物の開発事業に係る支払利息の一部を取得原価に算入しております。 
     なお、当連結会計年度において取得原価に算入した額はありません。 
    ③消費税等の会計処理 
      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

 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、全面時価評価法によっております。 

  

 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、主として５年間の均等償却を行っております。 

  

(7)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 

  1．棚卸資産の評価に関する会計基準 
      当連結会計年度より「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日公表分）を適用しております。 
    これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ377百万円、税金等調整前当期純利益は    
      4,159百万円減少しております。 
    なお、セグメント情報に与える影響は(セグメント情報)に記載のとおりであります。 
   
2．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方法に準じた会計処理に変更しております。 
    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ありません。 
   
3．表示方法の変更 

     連結貸借対照表 
      財務諸表等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 
       用となったことに伴い、前連結会計年度において「たな卸資産」として掲記されたもの 
       は、当連結会計年度から「分譲土地建物」「商品」「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「分譲土地建物」「商品」「仕掛 
       品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ26,963百万円、2,555百万円、1,941百万円、 
       1,346百万円であります。 

京成電鉄㈱(9009)　平成21年３月期　決算短信

-19-



(連結貸借対照表関係) 

 
  

(連結損益計算書関係) 

 減損損失 
    当連結会計年度において、以下のとおり減損損失を計上しております。 
 (1)減損損失を計上した資産 

 
 (2)減損損失を認識するに至った経緯 
    当初想定していた収益を見込めなくなったことや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。 
 (3)減損損失の金額 
    建物及び構築物2,024百万円、機械装置及び運搬具53百万円、土地1,130百万円、有形固定 

    資産その他57百万円、無形固定資産その他16百万円、リース資産27百万円 計3,309百万円 
 (4)資産のグルーピングの方法 
    管理会計上の事業ごと又は物件、店舗ごとに資産のグルーピングを行っております。 
 (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出 

   しております。また、回収可能価額を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3.6％で割り引いて算出しております。 

  

 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. 普通株式の自己株式の株式数の増加5千株は、単元未満株式の買取りによる増加5千株、 
   関係会社持分比率変動に伴う自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加0千株でありま 
   す。 
※2. 普通株式の自己株式の株式数の減少83千株は、関係会社が売却した自己株式（当社株 
   式）の当社帰属分であります。 

  

 

 
  

(8)連結財務諸表に関する注記事項

(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)

 有形固定資産の減価償却累計額 279,779 299,039
 担保に供している資産の額 319,487 322,212
 保証債務額 64 462

用 途 種 類 場 所

ホテル施設等 計７件 建物及び構築物、土地等 茨城県水戸市 他

(連結株主資本等変動計算書関係)

     1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：千株)

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末

株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

発行済株式

 普通株式 344,822 － － 344,822

  合計 344,822 － － 344,822

自己株式

 普通株式 6,053 5 83 5,975

  合計 6,053 5 83 5,975

   2. 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

基準日 効力発生日
配当額

平成19年6月28日
普通株式 861百万円 2.50円 平成19年3月31日 平成19年6月29日

定時株主総会

平成19年11月14日
普通株式 861百万円 2.50円 平成19年9月30日 平成19年12月6日

取締役会

    (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翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

基準日 効力発生日
配当額

平成20年6月27日
普通株式 1,034百万円 利益剰余金 3.00円 平成20年3月31日 平成20年6月30日

定時株主総会
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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. 普通株式の自己株式の株式数の増加692千株は、単元未満株式の買取りによる増加6千 
   株、関係会社の持分比率変動及び連結子会社化に伴う自己株式（当社株式）の当社帰属分 
  の増加685千株であります。 
※2. 普通株式の自己株式の株式数の減少360千株は、関係会社の持分比率変動に伴う自己株式 
  (当社株式)の当社帰属分の減少293千株、関係会社が売却した自己株式（当社株式）の当社 
   帰属分の減少66千株であります。 

  

 

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

     1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：千株)

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末

株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

発行済株式

 普通株式 344,822 － － 344,822

  合計 344,822 － － 344,822

自己株式

 普通株式 5,975 692 360 6,307

  合計 5,975 692 360 6,307

    2. 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

基準日 効力発生日
配当額

平成20年6月27日
普通株式 1,034百万円 3.00円 平成20年3月31日 平成20年6月30日

定時株主総会

平成20年11月13日
普通株式 861百万円 2.50円 平成20年9月30日 平成20年12月4日

取締役会

      (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翌連結会計年度となるもの

決議（予定） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

基準日 効力発生日
配当額

平成21年6月26日
普通株式 1,034百万円 利益剰余金 3.00円 平成21年3月31日 平成21年6月29日

定時株主総会

 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
(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)

 現金及び預金勘定 28,301 24,244
 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △501 △630
 現金及び現金同等物 27,799 23,614
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(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) 
(単位：百万円)

 
  
   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) 

 (単位：百万円)

 
(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。 

   3．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費は、全額各セグメントに配賦してお 
    り、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費はありません。 
  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、前連結会計年度155,790百万 

      円、当連結会計年度134,350百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現 
          金・預金、短期貸付金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券及び長期貸付金)であり 
          ます。 

 1．事業の種類別セグメント情報

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

Ⅰ 営業収益及び営業損益

  営業収益

 (1) 外部顧客に対する
114,221 81,473 13,668 10,759 14,935 4,072 239,131 ― 239,131

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
481 608 4,608 2,641 12,274 2,055 22,669 (22,669) ―

   営業収益又は振替高

計 114,702 82,082 18,277 13,400 27,209 6,127 261,800 (22,669) 239,131

  営業費 97,182 81,017 14,352 12,960 26,349 5,754 237,616 (22,062) 215,554

  営業利益 17,520 1,064 3,925 440 860 373 24,184 (607) 23,577

Ⅱ 資産、減価償却費及び

    資本的支出

  資産 422,963 39,999 111,944 10,918 15,620 5,671 607,118 102,774 709,893

  減価償却費 15,318 1,245 2,113 441 54 39 19,212 (84) 19,128

  資本的支出 28,730 706 4,049 347 80 36 33,951 (162) 33,789

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

Ⅰ 営業収益及び営業損益

  営業収益

 (1) 外部顧客に対する
114,005 80,138 13,078 10,481 11,271 4,183 233,159 ― 233,159

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
503 720 5,014 2,484 10,077 1,999 20,799 (20,799) ―

   営業収益又は振替高

計 114,509 80,858 18,092 12,966 21,348 6,183 253,959 (20,799) 233,159

    営業費 96,682 80,221 14,978 12,624 20,323 5,734 230,564 (20,438) 210,126

    営業利益 17,826 637 3,114 341 1,024 448 23,394 (361) 23,033

Ⅱ 資産、減価償却費及び

    資本的支出

    資産 461,008 38,423 118,246 5,553 15,294 16,111 654,638 71,421 726,059

    減価償却費 15,797 1,284 2,261 325 65 38 19,772 (85) 19,687

    減損損失 ― 348 ― 2,960 ― ― 3,309 ― 3,309

    資本的支出 28,975 610 7,679 462 35 66 37,830 (85) 37,744
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    当連結会計年度より「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日公表分）を適用しております。 
       この変更により、従来の方法に比べ、営業費が流通業では140百万円、不動産業では233百万 
   円、建設業では２百万円それぞれ増加し、営業利益についても同額減少しております。 

  

2．所在地別セグメント情報 
     前連結会計年度及び当連結会計年度については、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。 

  

3．海外売上高 
     前連結会計年度及び当連結会計年度については、海外売上高は僅少なため記載を省略してお 

     ります。 

  

(１株当たり情報) 

 
    (注) 1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載 
             しておりません。 
       2．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(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
ないと考えられる為、開示を省略しております。 

   (会計処理の変更)

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 437.80円 １株当たり純資産額 456.10円

 １株当たり当期純利益金額 35.78円 １株当たり当期純利益金額 26.52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)

 純資産の部の合計額 (百万円) 151,299 160,341

 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 2,951 5,944

 (うち少数株主持分) (百万円) 2,951 5,944

 普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 148,347 154,397

 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

(千株) 338,846 338,514

       3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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) 12,120 8,990

 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) 12,120 8,990

 普通株式の期中平均株式数 (千株) 338,785 339,029
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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 14,410 8,609 

未収運賃 2,115 2,315 

未収金 2,499 3,178 

短期貸付金 3,311 2,684 

分譲土地建物 25,858 24,097 

貯蔵品 925 1,109 

前払費用 413 403 

繰延税金資産 2,558 703 

受託工事立替金 21,189 26,870 

その他の流動資産 717 996 

流動資産合計 74,000 70,970 

固定資産 

鉄道事業固定資産 

有形固定資産 367,912 373,231 

減価償却累計額 △165,743 △172,542 

有形固定資産（純額） 202,168 200,688 

無形固定資産 1,545 1,503 

鉄道事業固定資産合計 203,714 202,192 

開発事業固定資産 

有形固定資産 106,957 115,375 

減価償却累計額 △24,251 △26,175 

有形固定資産（純額） 82,706 89,200 

無形固定資産 164 178 

開発事業固定資産合計 82,870 89,379 

各事業関連固定資産 

有形固定資産 3,499 3,468 

減価償却累計額 △2,271 △2,283 

有形固定資産（純額） 1,227 1,184 

無形固定資産 281 213 

各事業関連固定資産合計 1,509 1,397 

建設仮勘定 

鉄道事業 24,199 29,240 

開発事業 755 2,050 

各事業関連 47 150 

建設仮勘定合計 25,002 31,441 
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(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) 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,844 7,035 

関係会社株式 69,841 67,339 

長期貸付金 240 65 

従業員に対する長期貸付金 70 51 

関係会社長期貸付金 26,159 25,790 

長期前払費用 79 52 

繰延税金資産 － 2,073 

関係会社工事預託金 9,293 11,742 

その他の投資等 683 541 

投資その他の資産合計 114,211 114,691 

固定資産合計 427,308 439,102 

繰延資産 

社債発行費 155 133 

繰延資産合計 155 133 

資産合計 501,464 510,205 

負債の部 

流動負債 

短期借入金 30,901 30,961 

1年内返済予定の長期借入金 26,600 31,084 

1年内償還予定の社債 15,000 － 

リース債務 － 16 

未払金 4,001 2,972 

設備関係未払金 10,582 9,627 

未払費用 1,453 1,443 

未払消費税等 497 － 

未払法人税等 2,836 95 

預り連絡運賃 797 770 

預り金 23,863 36,304 

前受運賃 2,327 2,319 

前受金 35,949 43,355 

賞与引当金 1,066 1,049 

役員賞与引当金 37 37 

その他の流動負債 8 8 

流動負債合計 155,921 160,045 

固定負債 

社債 71,000 71,000 

長期借入金 160,539 158,837 

長期未払金 471 233 

リース債務 － 115 

繰延税金負債 160 － 

退職給付引当金 14,178 16,558 

長期預り敷金保証金 4,122 3,880 

その他の固定負債 23 16 

固定負債合計 250,496 250,642 

負債合計 406,417 410,687 

京成電鉄㈱(9009)　平成21年３月期　決算短信

-25-



(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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 36,803 36,803 

資本剰余金 

資本準備金 27,845 27,845 

資本剰余金合計 27,845 27,845 

利益剰余金 

利益準備金 3,038 3,038 

その他利益剰余金 

別途積立金 8,095 8,095 

繰越利益剰余金 19,445 23,829 

利益剰余金合計 30,579 34,963 

自己株式 △21 △24 

株主資本合計 95,208 99,588 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △161 △70 

評価・換算差額等合計 △161 △70 

純資産合計 95,046 99,517 

負債純資産合計 501,464 510,205 
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(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 50,849 50,424 

運輸雑収 3,746 3,754 

鉄道事業営業収益合計 54,596 54,178 

営業費 

運送営業費 31,027 30,489 

一般管理費 2,694 2,416 

諸税 2,341 2,338 

減価償却費 8,982 9,031 

鉄道事業営業費合計 45,046 44,275 

鉄道事業営業利益 9,549 9,903 

開発事業営業利益 

営業収益 

土地建物分譲収入 6,841 6,524 

賃貸収入 7,364 7,723 

開発事業営業収益合計 14,205 14,248 

営業費 

売上原価 5,066 5,375 

販売費及び一般管理費 2,230 2,409 

諸税 997 1,102 

減価償却費 2,141 2,295 

開発事業営業費合計 10,436 11,182 

開発事業営業利益 3,768 3,065 

全事業営業利益 13,317 12,969 

営業外収益 

受取利息 568 542 

受取配当金 1,887 1,940 

業務受託手数料 277 277 

受託工事事務費戻入 203 271 

雑収入 708 621 

営業外収益合計 3,644 3,653 

営業外費用 

支払利息 4,574 4,326 

社債利息 1,477 1,386 

社債発行費償却 31 22 

雑支出 799 513 

営業外費用合計 6,883 6,249 

経常利益 10,078 10,372 
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(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) 

特別利益 

関係会社株式売却益 13 5,334 

工事負担金等受入額 6,256 3,735 

固定資産売却益 585 29 

投資有価証券売却益 2 － 

その他 150 － 

特別利益合計 7,008 9,099 

特別損失 

たな卸資産評価損 － 3,786 

固定資産圧縮損 6,030 3,695 

関係会社整理損 － 3,542 

投資有価証券評価損 224 966 

固定資産除却損 186 225 

減損損失 350 － 

その他 169 165 

特別損失合計 6,961 12,383 

税引前当期純利益 10,125 7,088 

法人税、住民税及び事業税 3,831 1,255 

法人税等調整額 558 △447 

法人税等合計 4,389 808 

当期純利益 5,735 6,280 
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(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 36,803 36,803 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 36,803 36,803 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 27,845 27,845 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 27,845 27,845 

資本剰余金合計 

前期末残高 27,845 27,845 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 27,845 27,845 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 3,038 3,038 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,038 3,038 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 8,095 8,095 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,095 8,095 

繰越利益剰余金 

前期末残高 15,434 19,445 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,723 △1,896 

当期純利益 5,735 6,280 

当期変動額合計 4,011 4,383 

当期末残高 19,445 23,829 

利益剰余金合計 

前期末残高 26,568 30,579 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,723 △1,896 

当期純利益 5,735 6,280 

当期変動額合計 4,011 4,383 

当期末残高 30,579 34,963 
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(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 △18 △21 

当期変動額 

自己株式の取得 △3 △3 

当期変動額合計 △3 △3 

当期末残高 △21 △24 

株主資本合計 

前期末残高 91,199 95,208 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,723 △1,896 

当期純利益 5,735 6,280 

自己株式の取得 △3 △3 

当期変動額合計 4,008 4,380 

当期末残高 95,208 99,588 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 878 △161 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,039 90 

当期変動額合計 △1,039 90 

当期末残高 △161 △70 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 878 △161 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,039 90 

当期変動額合計 △1,039 90 

当期末残高 △161 △70 

純資産合計 

前期末残高 92,077 95,046 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,723 △1,896 

当期純利益 5,735 6,280 

自己株式の取得 △3 △3 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,039 90 

当期変動額合計 2,968 4,470 

当期末残高 95,046 99,517 
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   該当事項はありません。 

  

 ①連結損益計算書(前期比較) 

 
  

②セグメント別当期の概況 

 
  

(4)継続企業の前提に関する注記

６. その他

(1) 補足情報
 (連結)

(単位：百万円)
科  目 当 期 前 期 増減額 増減率(％)

 営 業 収 益 233,159 239,131 △ 5,971 △ 2.5
 営   業   費

運輸業等営業費及び売上原価 171,894 177,323 △ 5,428 △ 3.1
販売費及び一般管理費 38,231 38,230 0 0.0

 営 業 利 益 23,033 23,577 △ 543 △ 2.3
 営 業 外 収 益 6,761 6,936 △ 175 △ 2.5

受取利息 392 421 △ 28 △ 6.9
受取配当金 135 159 △ 23 △ 15.1
持分法による投資利益 4,663 4,664 △0 △0.0
その他 1,569 1,691 △ 121 △ 7.2

 営 業 外 費 用 9,091 10,130 △ 1,038 △ 10.3
支払利息 7,813 8,496 △ 683 △ 8.0
その他 1,278 1,634 △ 355 △ 21.8

 営 業 外 損 益 △ 2,330 △ 3,194 863 －
 経 常 利 益 20,702 20,383 319 1.6
  特 別 利 益 9,224 7,781 1,442 18.5
  特 別 損 失 13,493 8,371 5,121 61.2

特 別 損 益 △ 4,268 △ 589 △ 3,679 －
 税金等調整前当期純利益 16,434 19,793 △ 3,359 △ 17.0

法人税、住民税及び事業税 7,850 7,008 841
法人税等調整額 △ 564 416 △ 980

法人税等合計 7,286 7,425 △ 139 △ 1.9
少数株主利益 157 247 △ 89 △ 36.4

 当期純利益 8,990 12,120 △ 3,130 △ 25.8

(注) (当 期） (前 期）
1.特別利益の主な内訳

         工事負担金等受入額 4,334百万円 6,906百万円
         持分変動利益 4,772百万円 －

2.特別損失の主な内訳
         固定資産圧縮損 4,407百万円 6,735百万円
         たな卸資産評価損 3,782百万円 －
         減損損失 3,309百万円 453百万円

(単位：百万円)

営業収益 営業利益

当 期 対前期増減額 増減率(％) 当 期 対前期増減額 増減率(％)

運輸業 114,509 △ 193 △ 0.2 17,826 306 1.7

流通業 80,858 △ 1,223 △ 1.5 637 △ 426 △ 40.1

不動産業 18,092 △ 184 △ 1.0 3,114 △ 810 △ 20.6

レジャー・サービス業 12,966 △ 434 △ 3.2 341 △ 98 △ 22.4

建設業 21,348 △ 5,860 △ 21.5 1,024 164 19.2

その他の事業 6,183 55 0.9 448 75 20.1

計 253,959 △ 7,841 △ 3.0 23,394 △ 789 △ 3.3

連結修正 △ 20,799 1,869 ― △ 361 245 ―

連結 233,159 △ 5,971 △ 2.5 23,033 △ 543 △ 2.3
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 (個別) 

 
  

①損益計算書（前期比較）
(単位：百万円)

科  目 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率(％)
 （鉄 道 事 業）

営業収益 54,178 54,596 △ 417 △ 0.8
営業費 44,275 45,046 △ 771 △ 1.7
営業利益 9,903 9,549 354 3.7

 （開 発 事 業）
営業収益 14,248 14,205 43 0.3
営業費 11,182 10,436 745 7.1
営業利益 3,065 3,768 △ 702 △ 18.6

全事業営業利益 12,969 13,317 △ 348 △ 2.6
営業外収益 3,653 3,644 8 0.2

受取利息及び配当金 2,487 2,512 △ 25 △ 1.0
その他の収益 1,165 1,131 34 3.0

営業外費用 6,249 6,883 △ 634 △ 9.2
支払利息 5,712 6,052 △ 339 △ 5.6
その他の費用 536 831 △ 295 △ 35.5

営業外損益 △ 2,596 △ 3,239 642 －
経常利益 10,372 10,078 294 2.9
特別利益 9,099 7,008 2,091 29.8
特別損失 12,383 6,961 5,421 77.9
特別損益 △ 3,283 46 △ 3,330 －
税引前当期純利益 7,088 10,125 △ 3,036 △ 30.0
法人税、住民税及び事業税 1,255 3,831 △ 2,575
法人税等調整額 △ 447 558 △ 1,005
法人税等計 808 4,389 △ 3,581 △ 81.6
当期純利益 6,280 5,735 544 9.5

（注） （当 期） （前 期）
1.特別利益の主な内訳

関係会社株式売却益 5,334百万円 13百万円
工事負担金等受入額 3,735百万円 6,256百万円

2.特別損失の主な内訳
たな卸資産評価損 3,786百万円 －
固定資産圧縮損 3,695百万円 6,030百万円
関係会社整理損 3,542百万円 －

②鉄道事業 輸送人員及び旅客運輸収入内訳表
区  分 当 期 前 期 増 減 率

輸 送 人 員 千人 千人 ％
定  期  外 108,687 108,389 0.3
定     期 149,818 147,423 1.6

計 258,505 255,812 1.1
旅 客 運 輸 収 入 百万円 百万円 ％

定  期  外 31,855 32,536 △ 2.1
定     期 18,569 18,312 1.4

計 50,424 50,849 △ 0.8
(注) 輸送人員：千人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。

京成電鉄㈱(9009)　平成21年３月期　決算短信

-32-



（２）役 員 の 異 動 

 

（平成 21年６月 26日付） 

 

①新任監査役候補 

   監 査 役       上西
うえにし

京
きょう

一郎
いちろう

（非 常 勤）               社長執行役員） 

  （現 株式会社オリエンタルランド取締役社長兼ＣＯＯ 

 

②退任予定監査役 

   監 査 役       福
ふく

島
しま

 祥
よし

郎
ろう

（非 常 勤）              

  （現 株式会社オリエンタルランド取締役） 

 

③役職異動予定 

代表取締役専務取締役  
さいぐさ

三枝 紀
のり

生
お

（経理担当･鉄道本部長） 

  （現 代表取締役専務取締役総務人事担当･鉄道本部長） 

    

常務取締役       神
み

子
こ

田
だ

健
たけ

博
ひろ

（内部監査･経営統括･グループ戦略担当） 

  （現 取締役内部監査部長兼経営統括部長） 

    

常務取締役       米
よね

川
かわ

 公
こう

誠
せい

   （総務人事担当） 

  （現 取締役総務人事部長） 

 

取 締 役       井口
い ぐ ち

  瑛
あきら

  （現 株式会社京成保険コンサルティ  （現 株式会社ユアエルム京成取締役副社長） 

  （現 代表取締役専務取締役経理担当） 

ング取締役会長と併せ株式会社    （現 株式会社京成保険コンサルティング取締役会長） 

ユアエルム京成取締役社長･ 

株式会社千葉京成ホテル取締役 

社長に就任予定） 

    

取 締 役       笠井
か さ い

 孝
たか

悦
よし

（現 新京成電鉄株式会社取締役       グループ戦略担当） 

  （現 代表取締役専務取締役内部監査･経営統括･ 

副社長と併せ北総鉄道株式会社    （現 新京成電鉄株式会社取締役副社長） 

取締役社長に就任予定）                

以 上 
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