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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 601,884 △3.2 32,289 △27.2 25,659 △27.9 16,090 △10.0

20年3月期 621,694 △4.6 44,345 △11.7 35,567 △14.2 17,882 △57.3

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
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 18.80 18.37 9.1 1.8 5.4
20年3月期 20.88 19.33 9.9 2.4 7.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  606百万円 20年3月期  657百万円

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 1,403,568 261,154 12.4 204.42
20年3月期 1,426,248 184,012 12.5 208.56

（参考） 自己資本   21年3月期  174,254百万円 20年3月期  178,573百万円

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 65,956 △53,885 △11,838 24,882
20年3月期 76,378 △56,263 △28,654 24,649

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 4,281 23.9 2.4
21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 4,271 26.6 2.4

22年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 27.5

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
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

290,000 △2.7 13,800 △13.3 9,400 △24.8 6,800 △10.9 7.98

通期 598,000 △0.6 32,000 △0.9 24,000 △6.5 15,500 △3.7 18.18
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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）  有  

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、17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」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、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 TR Preferred Capital Limited ） 除外 ―社 （社名 ）

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 858,672,607株 20年3月期 858,672,607株

② 期末自己株式数 21年3月期  6,224,182株 20年3月期  2,469,956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 219,977 0.3 25,460 △20.7 16,584 △24.4 13,968 4.2
20年3月期 219,264 △8.3 32,104 △13.1 21,938 △19.6 13,409 △60.9

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 16.32 16.02
20年3月期 15.66 14.49

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 1,278,483 167,715 13.1 196.75
20年3月期 1,288,677 171,251 13.3 200.01

（参考） 自己資本 21年3月期  167,715百万円 20年3月期  171,251百万円

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 

上記の予想は、発表日現在で得られた情報に基づいて算定しております。従って、業況の変化などにより実際の業績と記載の予想とは異なる場合があり
ます。 
なお、業績予想に関する事項は、４ページ「１ 経営成績 （１）経営成績に関する分析 ２ 次期の見通し」をご参照ください。 

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

109,000 3.4 10,500 △18.2 5,000 △43.8 4,000 △45.3 4.69

通期 233,500 6.1 24,000 △5.7 13,000 △21.6 9,500 △32.0 11.14
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当期のわが国経済は、世界的な金融市場の混乱等の影響により、企業収益は落ち込み、設備投資、住
宅建設、個人消費も減少したほか、雇用情勢が急速に悪化するなど、景気は極めて厳しい状況で推移い
たしました。 
 このような情勢下にありまして、当社グループでは、「安全・安心」の確保を最優先に各事業におい
て積極的な営業活動を展開してまいりました。 
 しかしながら、当期の連結業績は、不動産事業において分譲収入が増加した一方、運輸事業、レジャ
ー事業、流通事業ならびにその他事業において収入が減少したことなどにより、営業収益は601,884百
万円（前期比3.2％減）となりました。また、経費等の削減に努めたものの分譲原価や減価償却費が増
加したことなどにより営業利益は32,289百万円（前期比27.2％減）、経常利益は25,659百万円（前期比
27.9％減）、当期純利益は16,090百万円（前期比10.0％減）となりました。 
 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

鉄道業におきまして、当社では、安全を最優先にさらなるサービス向上に努め、より多くのお客様に
ご利用いただけるよう、さまざまな取り組みを進めております。 
 営業面では、昨年６月に東上線において、東京メトロ副都心線との相互直通運転を開始するととも
に、池袋駅発の座席定員制「ＴＪライナー」の運行を開始いたしました。さらに、池袋駅では、ＪＲ線
への乗換えがスムーズに行えるよう新たに改札口を開設するとともに、エレベーターおよび駅係員窓口
をカウンター形式にしたウォークインカウンターを新設したほか、花崎駅、東松山駅等でエレベーター
および多機能トイレを新設し、お客様の利便性向上に努めました。また、11月には、携帯電話から特急
券が購入できる「特急券チケットレスサービス」を開始することにより、駅窓口等で特急券を購入する
ことなく、特急列車にご乗車いただけるようになりました。加えて、駅係員および乗務員の制服をフル
モデルチェンジすることにより、新たな気持ちでさらなるサービスの向上を目指しております。 
 安全面では、「輸送の安全」を最も重要な使命と位置づけ、役員から職員一人ひとりまで、「安全対
策に終わりはない」ことを常に念頭におき、安全を最優先する意識の徹底をはかるとともに、安全施策
を継続的に実施しております。 
 具体的な取り組みとしまして、引き続き、踏切の異常を自動的に検知し列車を停止させる「自動式踏
切支障報知装置」を設置している踏切に、手動でも列車に異常を知らせることができるよう「押ボタ
ン」を併設したほか、ホームにおける安全対策として、「非常停止ボタン」、「転落支障報知装置」お
よび「注意喚起灯」の設置を進めました。また、国土交通省令の改正にあわせて、運転士の体調不良時
に列車を自動的に停止させる「運転士異常時列車停止装置」や運転状況を記録するための「運転状況記
録装置」等を全列車に設置いたしました。そのほか、防災対策として、高架橋の耐震補強工事や長大橋
梁の改修工事、車両の更新・改良等を進めた結果、当期の安全に関する投資額は約196億円（総投資額
の約73％）となりました。さらに、従来より訓練機能を向上させた鉄道運転訓練シミュレータを用い
て、異常時の対応方法など安全について実効性の高い教育を昨年４月より全乗務員等を対象に実施して
おります。これら当社の安全に対する取り組み状況等を広くご理解いただくため、昨年６月には「２０
０８安全報告書」を作成しホームページに掲載するなど、広報活動にも努めました。 
 バス業におきまして、東武バスウエスト㈱では、昨年４月から深夜急行バス「ミッドナイトアロー東
松山・森林公園駅」、12月から「ミッドナイトアロー和光・志木」の運行を開始したほか、３月にＪＲ
東日本川越線西大宮駅の開業にあわせて、路線を再編するなど営業の拡大に努めました。 
 さらに、朝日自動車㈱をはじめ６社では、ＩＣカード乗車券ＰＡＳＭＯの利用範囲を拡大するなど利
便性向上をはかりました。 
しかしながら、鉄道収入の減少のほか、物流量の減少による貨物運送業の減収により、タクシー業を

含めた運輸事業の営業収益は213,143百万円（前期比1.2％減）、営業利益は20,092百万円（前期比
22.7％減）となりました。 
  

遊園地・観光業におきまして、東武レジャー企画㈱の東武動物公園では、昨年３月に新滑空水上コー
スター「カワセミ」をオープンし好評をいただいております。また、10月に、「ホワイトタイガー」を
新たに２頭公開したほか、３月に水上木製コースター「レジーナ」をリニューアルオープンいたしまし
た。東武ワールドスクウェア㈱では、「イルミネーションin東武ワールドスクウェア」をはじめ各種イ
ベントを開催し入園者獲得に努めました。 
 スポーツ業におきまして、㈱東武スポーツでは、９月に南桜井駅前の「東武スポーツクラブ みなみ
さくらい」をリニューアルオープンいたしました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

（運輸事業）

（レジャー事業）
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ホテル業におきましては、昨年４月に「コートヤード・マリオット銀座東武ホテル」、３月に「宇都
宮東武ホテルグランデ」を全館リニューアルオープンいたしました。両ホテルともこのリニューアルに
あわせ積極的な営業施策を展開したほか、各ホテルにおいて各種催事を開催し多くのお客様にご利用い
ただけるよう努めました。 
しかしながら、ホテル事業の効率化の一環として浦和東武ホテルを閉鎖したことなどにより、旅行

業、飲食業等を含めたレジャー事業の営業収益は84,062百万円（前期比3.3％減）、また、燃油価格の
高騰等による海外旅行の減少等により営業利益は1,326百万円（前期比10.3％減）となりました。 
  

不動産賃貸業におきまして、当社では、安定的な収益確保および沿線価値向上をはかるため、池袋東
武ホープセンター、成増北口建物のリニューアルを実施したほか、新規に沼田横塚建物を完成させまし
た。駅ビジネスでは、北千住駅、池袋駅、志木駅、川越駅等で駅ナカ店舗の新設、リニューアルを推進
いたしました。また、東武タワースカイツリー㈱では、昨年６月に全国の皆様からの投票により、新タ
ワーの名称を「東京スカイツリー」に決定し７月に着工したほか、２月にはカラーデザインを日本の伝
統色である藍白をベースにしたオリジナルカラー「スカイツリーホワイト」に決定し、平成24年春の開
業に向けて順調に建設を進めております。 
 不動産分譲業におきまして、当社では、「リバーフェイス」（荒川区南千住）等のマンション分譲を
はじめ、「ルティアス」（栗橋町南栗橋）等の戸建住宅、栗橋町等で土地を販売いたしました。なお、
引き続き、「リライズガーデン西新井」（足立区梅田）等のマンション、滑川町月の輪等で戸建住宅の
販売を予定しております。 
これらの結果、マンション分譲が増加したことなどにより、不動産事業の営業収益は53,643百万円

（前期比12.2％増）となったものの、分譲原価の増加等により営業利益は6,430百万円（前期比23.8％
減）となりました。 
  

流通業におきまして、㈱東武百貨店では、池袋店において、本館生鮮・惣菜売場をグランドオープン
したほか、景気後退による節約型消費に対応するため自主企画商品「イエス！グッドプライス」の販売
や価格を抑えた「新・価格戦略売場」を新設するとともに、各店にて物産展等の催事を開催し誘客に努
めました。㈱東武カードビジネスでは、ＩＣカード乗車券ＰＡＳＭＯと東武カードが１枚になった東武
カードＰＡＳＭＯの発行による新たなサービスを開始し、お客様の利便性向上と顧客獲得に努めまし
た。また、東武商事㈱では、引き続きＰＡＳＭＯを利用できる売店や自動販売機を増やし、サービスの
向上に努めました。 
しかしながら、景気動向を受け衣料品を中心に売上が減少したことなどにより、流通事業の営業収益

は232,816百万円（前期比4.4％減）、営業利益は2,372百万円（前期比50.8％減）となりました。 
  

建設業におきまして、東武建設㈱では、日光市の食品工場新築工事や仙台市のマンション新築工事
を、東武電設工業㈱では、千代田区のビル建設工事に伴う電気設備工事を完成させました。また、東武
緑地㈱では、横浜市のマンション新築工事に伴う緑地造成工事を完成させました。 
 そのほか、西池袋熱供給㈱では、環境保全施策として、従来の冷凍機等を温室効果ガスの排出を抑え
た最新鋭機器に順次更新しており、この温室効果ガス削減計画は、東京都から高い評価を受けておりま
す。 
しかしながら、受注工事の減少等により、その他事業の営業収益は74,281百万円（前期比9.9％

減）、営業利益は3,168百万円（前期比27.2％減）となりました。 
  

当社グループにおける次期の業績見通しにつきましては、不動産事業において、マンション及び戸建
の分譲収入の増加を見込むものの、景気の先行不安から個人消費の低迷、物流量の減少が予想されるこ
とから、流通事業及び運輸事業などで減収となり、営業収益は598,000百万円（前期比0.6％減）を見込
んでおります。営業利益は、不動産事業の増収に伴う増益、レジャー事業においてホテル、飲食店のリ
ニューアル効果などにより増益を見込むものの、その他の各事業においては減益を見込むことから、
32,000百万円（前期比0.9％減）、経常利益は24,000百万円（前期比6.5％減）、当期純利益は15,500百
万円（前期比3.7％減）を見込んでおります。 

（不動産事業）

（流通事業）

（その他事業）

②次期の見通し
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１ セグメント別営業収益及び営業利益（連結業績予想） 

 
  

２ 事業別営業収益及び営業利益（個別業績予想） 

 
  

総資産は1,403,568百万円となり、前連結会計年度と比べ22,679百万円（前期比1.6％減）の減少と

なりました。これは、主に時価下落による投資有価証券の減少等によるものです。 

 負債は、主に社債の償還等により1,142,414百万円となり、前連結会計年度と比べ99,821百万円

（前期比8.0％減）の減少となりました。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金の減少があったものの、当期純利益の計上や少数株主持分が

増加したこと等により261,154百万円となり、前連結会計年度と比べ77,142百万円（前期比41.9％

増）の増加となりました。 

[参考資料]

科    目

 22年３月期（予想） 21年３月期（実績）
比 較 増 減

自 平成21年４月１日 自 平成20年４月１日

至 平成22年３月31日 至 平成21年３月31日 金 額 増減率

営 業 収 益 百万円 百万円 百万円 ％

 運  輸  事  業 207,500 213,143 △5,643 △2.6

 レ ジ ャ ー 事 業 82,000 84,062 △2,062 △2.5

 不  動  産  事 業 65,900 53,643 12,256 22.8

 流  通  事  業 220,800 232,816 △12,016 △5.2

 そ の  他  事  業 77,800 74,281 3,518 4.7

計 654,000 657,947 △3,947 △0.6

 消          去 △56,000 △56,062 62 △0.1

 連          結 598,000 601,884 △3,884 △0.6

営 業 利 益

 運  輸  事  業 18,300 20,092 △1,792 △8.9

 レ ジ ャ ー 事 業 2,400 1,326 1,073 81.0

 不  動  産  事 業 7,200 6,430 769 12.0

 流  通  事  業 2,000 2,372 △372 △15.7

 そ の  他  事  業 3,100 3,168 △68 △2.2

計 33,000 33,390 △390 △1.2

 消          去 △1,000 △1,101 101 △9.2

 連          結 32,000 32,289 △289 △0.9

科    目
 22年３月期（予想） 21年３月期（実績）

比 較 増 減
自 平成21年４月１日 自 平成20年４月１日

至 平成22年３月31日 至 平成21年３月31日 金 額 増減率

営 業 収 益 百万円 百万円 百万円 ％

 鉄  道  事  業 158,500 160,248 △1,748 △1.1

 開  発  事  業 75,000 59,729 15,270 25.6

 合    計 233,500 219,977 13,522 6.1

営 業 利 益

 鉄  道  事  業 16,500 19,099 △2,599 △13.6

 開  発  事  業 7,500 6,360 1,139 17.9

 合   計 24,000 25,460 △1,460 △5.7

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
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当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ

233百万円増加し、当連結会計年度末には24,882百万円となりました。 

  

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は65,956百万円となり、前連結会計年度に比べ

10,421百万円の減少となりました。これは、売上債権の増加額が484百万円と前連結会計年度に比べ

5,199百万円減少したものの、税金等調整前当期純利益が27,931百万円と前連結会計年度に比べ5,973

百万円減少したことや、前連結会計年度に3,220百万円の還付であった法人税等が当連結会計年度に

おいて6,999百万円の支払いになったこと等によるものです。 

  

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は53,885百万円となり、前連結会計年度に比べ
2,378百万円の減少となりました。これは、有価証券及び投資有価証券の売却による収入が457百万円
と前連結会計年度に比べ7,799百万円減少したものの、有価証券及び投資有価証券の取得による支出
が93百万円と前連結会計年度に比べ2,585百万円減少したことや、有形及び無形固定資産の取得によ
る支出が67,489百万円と前連結会計年度に比べ3,495百万円減少したこと、工事負担金等受入による
収入が3,395百万円と前連結会計年度に比べ502百万円増加したこと及び差入保証金の返還による収入
が4,563百万円と前連結会計年度に比べ1,643百万円増加したこと等によるものです。 
  

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は11,838百万円となり、前連結会計年度に比べ

16,815百万円の減少となりました。これは、社債の発行による収入が19,800百万円と前連結会計年度

に比べ23,200百万円減少し、社債の償還による支出が95,530百万円と前連結会計年度に比べ66,280百

万円増加したものの、借入金純減少額が1,242百万円と前連結会計年度に比べ30,815百万円減少した

ことや当連結会計年度において少数株主からの払込みによる収入が81,050百万円あったこと等による

ものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 ※ 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 

 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。 

  

利益配分については、長期にわたる経営基盤の拡充のため、業績と経営環境を総合的に勘案しつつ、

安定配当を継続することを基本方針としております。 

 当期の期末配当金については、上記基本方針のもと、前期に続き１株あたり2.5円（中間配当金2.5円

を加えた年間配当金は１株当たり５円）を予定しております。今後もこの基本方針に基づき、安定配当

の継続を目指してまいります。 

 内部留保資金については、安定性と成長性を兼ね備えた企業体質の確立に向け、沿線価値向上を企図

した設備投資の安定的な推進と財務基盤のさらなる強化をはかるべく、有効に活用してまいります。 

  

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)

(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)

平成17年３月期 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(％) 7.09 10.17 12.34 12.52 12.42

時価ベースの自己資本比率
(％)

24.28 34.09 32.53 31.94 30.31

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

19.31 11.47 7.52 11.91 12.48

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

2.59 4.49 6.49 4.39 4.08

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

6

東武鉄道㈱(9001)　平成21年３月期決算短信



当社グループは、当社、子会社97社及び関連会社16社で構成され、主要な事業内容及び当社と関係会社の

当該事業に係る位置付け並びに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 連結子会社 

２． ※2 持分法適用関連会社 

３． 上記部門の会社数には当社、東武不動産㈱が重複して含まれております。 

４． 当社は(A)の会社に対し施設の賃貸を行っております。 

５． 当社は(B)の会社に対し業務の委託を行っております。 

６． 当社は(C)の会社に対し建設工事を発注しております。 

７． 当社は(D)の会社に対したな卸資産の購入を行っております。 

８． 当社は(E)の会社から施設の賃借を行っております。 

９． (F)の会社は特定子会社であります。 

2. 企業集団の状況

(1) 運輸事業(41社)

事業の内容 会         社         名

鉄道業 当社、上毛電気鉄道㈱※1(A)(B)

バス・タクシー業 朝日自動車㈱※1(A)、東野交通㈱※1(A)、東武バス㈱※1(A)

貨物運送業 東武運輸㈱※1(A)(B)、東武デリバリー㈱※1(A)(B)

その他34社

(2) レジャー事業(26社)

事業の内容 会         社         名

遊園地・観光業 東武レジャー企画㈱※1(B)

スポーツ業 東武興業㈱※1(A)(B)、東武ランドシステム㈱※1(A)(B)(D)

旅行業 東武トラベル㈱※1(A)(B)

ホテル業 当社、㈱東武ホテルマネジメント※1(A)(B)

飲食業 東武食品サービス㈱※1(A)(B)

遊戯場業 東武不動産㈱※1(A)

その他18社

(3) 不動産事業(5社)

事業の内容 会         社         名

不動産賃貸業 当社、東武土地建物㈱※1(E)(F)

不動産分譲業 当社、東武不動産㈱※1(A)(B)

その他２社

(4) 流通事業(21社)

事業の内容 会         社         名

流通業 ㈱東武百貨店※1(A)(B)(D)、㈱東武宇都宮百貨店※1(A)(B)(D)、㈱東武ストア※2(A)

その他18社

(5) その他事業(24社)

事業の内容 会         社         名

建設業 東武建設㈱※1(A)(B)(C)、東武開発㈱※1(A)(D)、東武谷内田建設㈱※1(A)(C)

その他業 東武ビルマネジメント㈱※1(A)(B)、西池袋熱供給㈱※1(A)、
TR Preferred Capital Limited※1(F)

その他18社
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東武グループは、基幹事業である鉄道事業を中心に、お客様の生活に密着した事業を通じて沿線地域

の発展に貢献する企業グループをめざし、安全・安心を第一に、地域と協力・連携しながら「運輸」、

「不動産」、「レジャー」、「流通」等の事業を多角的に展開することにより、活力に富んだ暮らしや

すい地域の実現とグループの持続的成長をめざしてまいります。 

 安全・安心については、グループ全ての事業の根幹であることを深く認識し、追求してまいります。

当社グループは、お客様の視点に立ち、多様な価値観と地域特性を踏まえつつ、質の高い先進性・独創

性あふれるサービスの提供とグループの収益性を向上させることで、お客様と株主の皆様の信頼に応え

てまいります。 

  

経営環境の変化に対応し経営基盤を強化するため、経営資源を当社沿線に集約し、事業の効率性を向

上させるとともに、事業の選択と集中を図り財務基盤の強化に努めてまいります。各事業分野で質の高

い多様なサービスを提供し、安定的な収益を確保していくとともに、「東京スカイツリー」を核とする

業平橋押上地区開発計画など沿線活性化プロジェクトを進め、当社グループの競争力強化と沿線価値向

上に取り組みます。また、全社をあげて安全性向上に向けた取り組みを推進するとともに、コンプライ

アンス体制の強化と内部統制システムの整備を進め、企業の社会的責任を果たしてまいります。以上の

方針に基づき、経営の安定性と成長性を兼ね備えた企業グループの形成に努めてまいります。 

  

当社グループでは、平成18年５月策定の「東武グループ中期経営計画」に基づき、「信頼の確立」と

「成長基盤の確立」を基本方針に、「安全・安心の確立」、「顧客視点の徹底」、「鉄道事業の経営基

盤強化」、「不動産・流通・レジャー事業の収益基盤の確立」、「業平橋・押上プロジェクトの推進」

などの諸施策を推進してまいりました。 

 世界的な金融危機と経済の急激な悪化の影響を受け、当社グループは想定を超える厳しい事業環境に

直面しておりますが、引き続き、安全・安心を第一に、収益力と財務体質の強化に向け、質の高い多様

なサービスを提供するとともに、平成24年春に開業予定の「東京スカイツリー」を核とする業平橋・押

上プロジェクトの推進など諸施策の着実な実行に全力をあげて取り組んでまいります。 

  

鉄道業におきましては、より安心かつ快適にご利用いただけるよう、安全性確保を企図した保安度向

上のための施設の整備・防災対策を実施するとともに、エレベーター、エスカレーターの設置等を鋭意

進めてまいります。また、今後も需要喚起に向け、お客様の利便性向上をはかったダイヤ設定に努める

とともに、新たな企画を積極的に実施し、戦略的営業施策の強化をはかってまいります。さらに、バス

業を含めＩＣカード乗車券ＰＡＳＭＯの一層の普及をはかるとともに、東武グループ総力をあげて質の

高いサービスを提供することで、沿線の魅力を高め、新たな需要を喚起し増収・増益に努めてまいりま

す。 

 バス・タクシー業におきましては、東武バス㈱および朝日自動車㈱の２社による統括のもと事業の効

率化をはかるとともに、バス路線の運行を見直すほか、路線の延長や新たな時間帯での運行を開始する

など収益の一層の向上に取り組んでまいります。 

 貨物運送業では、物流拠点を強化するとともに、業務の効率化をはかってまいります。 

  

レジャー事業におきましては、景気や社会情勢等の外的要因にも揺るがない強い事業基盤づくりを推

進いたします。 

 遊園地業におきましては、各施設の魅力向上をはかり集客力のさらなる強化に努めてまいります。 

 ホテル業におきましては、個々のホテルの地域特性に応じたリニューアル等により収益力・競争力を

強化するとともに、コストの見直しをはかってまいります。 

 スポーツ業におきましては、沿線を中心とした各地域の市場ニーズを掘り起こす魅力あるスポーツ施

設を展開してまいります。 

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題

（運輸事業）

（レジャー事業）
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不動産賃貸業におきましては、安定的な収益を確保すべく、立地特性や周辺マーケットのニーズを的

確につかみ、より収益の得られる新規物件の開発や既存物件の活性化、テナントの誘致を積極的に行っ

てまいります。また、魅力ある賃貸物件を開発することによって沿線価値の向上にも取り組んでまいり

ます。特に駅ビジネスについては、東武沿線の顔である駅の魅力を最大限に引き出した事業展開を積極

的に進めてまいります。 

 不動産分譲業におきましては、早期の資金回収に重点をおき、住環境や生活スタイルを訴求した商品

企画により収益の確保をはかってまいります。 

  

流通事業の百貨店業におきましては、需要を喚起する独自の商品提供と売場作りを適宜実施するほ

か、各店舗共通のマーケティングの充実に努め一層の収益力の向上をはかってまいります。グループカ

ードにつきましては、ＰＡＳＭＯと一体型カードの発行など、東武グループとして一体感のあるサービ

スを提供し、収益源の確立とグループ事業のさらなる活性化に向けて積極的に展開してまいります。 

  

建設業におきましては、品質管理の徹底をはかるとともにサービスの向上に努め、企画提案力を強化

することでお客様のご要望に応え、安定した収益体制を築いてまいります。同時にコスト削減をはかり

強固な財務基盤の確立を推進いたします。 

  

（不動産事業）

（流通事業）

（その他事業）
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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 24,948 25,158 

受取手形及び売掛金 40,747 41,231 

短期貸付金 3,035 2,832 

有価証券 注4 252 注4 335 

たな卸資産 70,632 － 

分譲土地建物 － 52,258 

前払費用 4,329 3,748 

繰延税金資産 6,128 5,709 

その他 8,389 34,537 

貸倒引当金 △773 △628 

流動資産合計 157,690 165,182 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 注4 481,159 注4 474,693 

機械装置及び運搬具（純額） 注4 92,708 注4 80,848 

土地 注3, 注4 486,908 注3, 注4 493,080 

建設仮勘定 20,630 30,290 

その他（純額） 注4 17,381 注4 15,334 

有形固定資産合計 注1, 注6 1,098,788 注1, 注6 1,094,247 

無形固定資産 

公共施設負担金 4,213 3,703 

その他 16,876 17,365 

無形固定資産合計 21,089 21,069 

投資その他の資産 

投資有価証券 注4, 注7 82,997 注4, 注7 58,104 

長期貸付金 1,805 1,168 

破産更生債権等 1,114 1,730 

繰延税金資産 6,048 7,136 

その他 注4 60,486 注4 56,745 

貸倒引当金 △3,772 △3,187 

投資その他の資産合計 148,680 121,697 

固定資産合計 1,268,558 1,237,014 

繰延資産 

社債発行費 － 1,371 

繰延資産合計 － 1,371 

資産合計 1,426,248 1,403,568 
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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 32,149 33,326 

短期借入金 注4, 注5 155,049 注4, 注5 140,358 

1年内償還予定の社債 注5 45,900 注5 46,500 

未払費用 7,719 7,835 

未払消費税等 1,764 1,763 

未払法人税等 3,582 1,461 

前受金 38,219 37,489 

賞与引当金 2,946 2,825 

商品券等回収損失引当金 2,208 2,506 

その他 注4 95,105 注4 89,305 

流動負債合計 384,646 363,373 

固定負債 

社債 注5 169,590 注5 93,260 

長期借入金 注4, 注5 431,528 注4, 注5 444,977 

鉄道・運輸機構長期未払金 注4 80,683 注4 72,471 

繰延税金負債 12,080 10,282 

再評価に係る繰延税金負債 注3 67,386 注3 67,141 

退職給付引当金 31,016 31,110 

役員退職慰労引当金 1,192 1,260 

負ののれん 984 913 

その他 37,806 35,920 

固定負債合計 832,269 757,338 

特別法上の準備金 

特定都市鉄道整備準備金 25,320 21,702 

特別法上の準備金合計 25,320 21,702 

負債合計 1,242,235 1,142,414 

純資産の部 

株主資本 

資本金 66,166 66,166 

資本剰余金 34,427 34,434 

利益剰余金 26,849 38,397 

自己株式 △1,162 △3,071 

株主資本合計 126,279 135,927 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 21,772 7,558 

土地再評価差額金 注3 30,521 注3 30,769 

評価・換算差額等合計 52,294 38,327 

少数株主持分 5,438 86,899 

純資産合計 184,012 261,154 

負債純資産合計 1,426,248 1,403,568 
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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 621,694 601,884 

営業費 

運輸業等営業費及び売上原価 注2 445,256 注2 439,748 

販売費及び一般管理費 注1 132,093 注1 129,846 

営業費合計 577,349 569,595 

営業利益 44,345 32,289 

営業外収益 

受取利息 149 133 

受取配当金 5,206 5,420 

少額工事負担金等受入額 666 1,675 

持分法による投資利益 657 606 

その他 3,991 3,459 

営業外収益合計 10,672 11,295 

営業外費用 

支払利息 17,363 15,885 

その他 2,085 2,039 

営業外費用合計 19,449 17,925 

経常利益 35,567 25,659 

特別利益 

固定資産売却益 2,408 2,953 

固定資産受贈益 785 350 

工事負担金等受入額 494 2,455 

特定都市鉄道整備準備金取崩額 7,037 3,617 

その他 3,168 2,487 

特別利益合計 13,894 11,864 

特別損失 

固定資産売却損 209 498 

固定資産除却損 2,556 2,459 

固定資産圧縮損 600 2,391 

減損損失 注3 4,206 注3 1,309 

商品券等回収損失引当金繰入額 2,158 － 

役員退職慰労引当金繰入額 1,273 － 

投資有価証券評価損 85 1,382 

その他 4,467 1,551 

特別損失合計 15,557 9,593 

税金等調整前当期純利益 33,905 27,931 

法人税、住民税及び事業税 6,329 4,066 

法人税等調整額 9,575 6,761 

法人税等合計 15,905 10,827 

少数株主利益 117 1,012 

当期純利益 17,882 16,090 

12

東武鉄道㈱(9001)　平成21年３月期決算短信



(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 66,166 66,166 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 66,166 66,166 

資本剰余金 

前期末残高 34,418 34,427 

当期変動額 

自己株式の処分 8 7 

当期変動額合計 8 7 

当期末残高 34,427 34,434 

利益剰余金 

前期末残高 15,719 26,849 

当期変動額 

剰余金の配当 △4,282 △4,280 

当期純利益 17,882 16,090 

土地再評価差額金の取崩 △2,470 △261 

当期変動額合計 11,130 11,548 

当期末残高 26,849 38,397 

自己株式 

前期末残高 △989 △1,162 

当期変動額 

自己株式の取得 △239 △2,091 

自己株式の処分 65 182 

当期変動額合計 △173 △1,908 

当期末残高 △1,162 △3,071 

株主資本合計 

前期末残高 115,314 126,279 

当期変動額 

剰余金の配当 △4,282 △4,280 

当期純利益 17,882 16,090 

自己株式の取得 △239 △2,091 

自己株式の処分 74 190 

土地再評価差額金の取崩 △2,470 △261 

当期変動額合計 10,965 9,647 

当期末残高 126,279 135,927 
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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 40,081 21,772 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△18,309 △14,214 

当期変動額合計 △18,309 △14,214 

当期末残高 21,772 7,558 

土地再評価差額金 

前期末残高 28,507 30,521 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

2,014 247 

当期変動額合計 2,014 247 

当期末残高 30,521 30,769 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 68,588 52,294 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△16,294 △13,966 

当期変動額合計 △16,294 △13,966 

当期末残高 52,294 38,327 

少数株主持分 

前期末残高 5,386 5,438 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51 81,461 

当期変動額合計 51 81,461 

当期末残高 5,438 86,899 

純資産合計 

前期末残高 189,289 184,012 

当期変動額 

剰余金の配当 △4,282 △4,280 

当期純利益 17,882 16,090 

自己株式の取得 △239 △2,091 

自己株式の処分 74 190 

土地再評価差額金の取崩 △2,470 △261 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,242 67,494 

当期変動額合計 △5,277 77,142 

当期末残高 184,012 261,154 
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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 33,905 27,931 

減価償却費 55,059 56,506 

減損損失 4,206 1,309 

負ののれん償却額 △47 △75 

持分法による投資損益（△は益） △657 △606 

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 85 1,382 

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △7,037 △3,617 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,055 △729 

賞与引当金の増減額（△は減少） △92 △121 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △929 93 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,192 67 

商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） 2,208 298 

その他の引当金の増減額（△は減少） 1,489 △1,424 

受取利息及び受取配当金 △5,356 △5,554 

支払利息 17,363 15,885 

工事負担金等受入額 △1,161 △4,130 

固定資産売却損益（△は益） △2,198 △2,454 

固定資産受贈益 △785 △350 

固定資産除却損 3,794 3,757 

固定資産圧縮損 600 2,391 

売上債権の増減額（△は増加） △5,683 △484 

たな卸資産の増減額（△は増加） 304 △5,129 

仕入債務の増減額（△は減少） △293 1,176 

その他 △9,709 △2,555 

小計 85,202 83,567 

利息及び配当金の受取額 5,372 5,557 

利息の支払額 △17,417 △16,169 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 3,220 △6,999 

営業活動によるキャッシュ・フロー 76,378 65,956 
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △403 △118 

定期預金の払戻による収入 595 142 

短期貸付金の純増減額（△は増加） 109 607 

長期貸付けによる支出 △13 △8 

長期貸付金の回収による収入 103 538 

有価証券の売却による収入 1,370 － 

投資有価証券の取得による支出 △2,678 － 

投資有価証券の売却による収入 6,886 － 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 － △93 

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 － 457 

有形固定資産の取得による支出 △68,362 － 

有形固定資産の売却による収入 4,275 － 

有形及び無形固定資産の取得による支出 － △67,489 

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 4,675 

工事負担金等受入による収入 2,893 3,395 

無形固定資産の取得による支出 △2,622 － 

差入保証金の差入による支出 △419 △501 

差入保証金の回収による収入 2,919 4,563 

その他 △916 △54 

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,263 △53,885 

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） 4,916 △10,814 

長期借入れによる収入 80,039 114,109 

長期借入金の返済による支出 △117,013 △104,537 

社債の発行による収入 43,000 19,800 

社債の償還による支出 △29,250 △95,530 

自己株式の純増減額（△は増加） △164 △1,900 

配当金の支払額 △4,282 △4,281 

有価証券消費貸付純増減額（△は減少） 1,999 △1,080 

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △7,883 △8,061 

少数株主からの払込みによる収入 － 81,050 

少数株主への配当金の支払額 － △575 

その他 △14 △15 

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,654 △11,838 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,539 233 

現金及び現金同等物の期首残高 33,188 24,649 

現金及び現金同等物の期末残高 注1 24,649 注1 24,882 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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 連結の範囲に関する事項

 連結子会社の数 99社

 主要な連結子会社：㈱東武百貨店、㈱東武宇都宮

百貨店、東武運輸㈱、東武食品サービス㈱、東武建

設㈱、東武谷内田建設㈱、東武ビルマネジメント

㈱、東武開発㈱、東武不動産㈱、他90社

 東武フードシステム㈱、ニッポンレンタカー東武

㈱、東武ビジネスソリューション㈱を新たに連結の

範囲に含めております。

 なお、㈱東京ロジテム、㈱仙台国際ホテル、㈱ホ

テル壯觀は会社清算に伴い、連結の範囲から除外し

ました。

１ 連結の範囲に関する事項

 連結子会社の数 94社

 主要な連結子会社：㈱東武百貨店、㈱東武宇都宮

百貨店、東武運輸㈱、東武食品サービス㈱、東武建

設㈱、東武谷内田建設㈱、東武ビルマネジメント

㈱、東武開発㈱、東武不動産㈱、他85社

 TR Preferred Capital Limitedを新たに連結の範

囲に含めております。

 なお、㈱ニッポンレンタカー東武、東武配送サー

ビス㈱、㈱東武コミュニケーションズ、㈱東武ブラ

イダルは会社清算に伴い、連結の範囲から除外しま

した。

 池袋西口駐車場㈱は東武鉄道㈱と合併したため、

東武ダイヤルバス㈱は日光交通㈱と合併したため、

連結の範囲から除外しました。

２ 持分法の適用に関する事項

 持分法適用の関連会社数 11社

 主要な持分法適用関連会社：㈱東武ストア、蔵王

ロープウェイ㈱、㈱伊香保カントリー倶楽部、那須

交通㈱、他７社

２ 持分法の適用に関する事項

 持分法適用の関連会社数 11社

 主要な持分法適用関連会社：㈱東武ストア、蔵王

ロープウェイ㈱、㈱伊香保カントリー倶楽部、那須

交通㈱、他７社

３ 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

イ 有価証券

 満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)に

より評価しております。

 また、その他有価証券は、時価のあるものにつ

いては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

却原価は主として移動平均法により算定)、時価

のないものについては主として移動平均法による

原価法により評価しております。

３ 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

イ 有価証券

同左

ロ デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

 時価法により評価しております。

 なお、金利スワップ及びキャップ取引の特例処

理をしております。

ロ デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

同左

ハ たな卸資産

 小売業商品は、主として売価還元法による原価

法により評価しております。

 分譲土地建物は、個別法による原価法により評

価しております。

 貯蔵品は、主として移動平均法による原価法に

より評価しております。

 なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定しております。

ハ たな卸資産

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)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

 定額法及び定率法を採用しております。なお、

有形固定資産のうち取得価額にして約75％は、定

率法により償却しております。また、耐用年数及

び残存価額については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法を採用

しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

 定額法及び定率法を採用しております。なお、

有形固定資産のうち取得価額にして約75％は、定

率法により償却しております。また、耐用年数及

び残存価額については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法を採用

しております。

(会計方針の変更) 

 当連結会計年度より、法人税法改正に伴い、平

成19年４月１日以降に取得した減価償却資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。 

 これにより、営業利益が747百万円、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は748百万円それぞ

れ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。

────────

(追加情報)

 当連結会計年度より、法人税法改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した減価償却資産につ

いては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等に償却する方法によっておりま

す。

 これにより、営業利益が1,444百万円、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は1,455百万円そ

れぞれ減少しております。

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。

(追加情報)

 当連結会計年度より機械装置の耐用年数の変更

を行っております。これは、平成20年度の法人税

法改正に伴い見直しを行ったものです。 

 この結果、従来と同一の基準によった場合と比

較して当連結会計年度の営業利益が464百万円、

経常利益、税金等調整前当期純利益が463百万円

それぞれ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しております。

ロ 無形固定資産

 定額法を採用しております。

 また、償却年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

 ただし、ソフトウェア(自社利用分)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。

ロ 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。

 また、償却年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

 ただし、ソフトウェア(自社利用分)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。

        ──────── ハ 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

る定額法によっております。

        ──────── （3) 繰延資産の処理方法

 社債発行費については、社債の償還までの期間

にわたり定額法によって償却しております。な

お、金額が僅少なものについては支出時の費用と

して処理しております。
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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)

──────── （会計方針の変更）

 社債発行費は、従来支出時に全額費用として処

理しておりましたが、当連結会計年度において

2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社

債（劣後特約付）の発行に伴い多額の社債発行費

が生じ、その金額的重要性が高いことに鑑み、よ

り適正な期間損益計算を行うため、社債の償還ま

での期間にわたり定額法によって償却（僅少なも

のは支出時に全額費用処理）する方法に変更いた

しました。 

 これにより、従来の方法に比べ当連結会計年度

の営業外費用は1,371百万円減少しており、経常

利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ同額

増加しております。

(4) 工事負担金等の圧縮記帳処理方法

 鉄道業における連続立体交差等の高架化工事や踏

切道路拡幅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のうち、対象工事の完

成により増収が見込まれないもので、１億円以上の

ものについては、工事完成時に、工事負担金相当額

を取得価額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

価額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。

(4) 工事負担金等の圧縮記帳処理方法

同左

(5) 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

 貸付金及び売上債権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。

(5) 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

同左

ロ 賞与引当金

 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

ロ 賞与引当金

同左

ハ 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。

 会計基準変更時差異は、15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、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(７年～15

年)による定額法により費用処理することとして

おります。

 数理計算上の差異は、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(７年

～15年)による定額法により、翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。

ハ 退職給付引当金

同左

 

ニ 役員退職慰労引当金

 一部の連結子会社において、役員の退職慰労金

の支出に備えるため、内規等に基づく当連結会計

年度末要支給額を計上しております。

ニ 役員退職慰労引当金

   一部の連結子会社において、役員の退職慰労金 

  の支出に備えるため、内規等に基づく当連結会計 

  年度末要支給額を計上しております。
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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)

(会計方針の変更)

 「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引

当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関

する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会監

査・保証実務委員会報告第42号 平成19年４月13

日改正)が公表されたことを契機として、役員退

職慰労金制度の内容を確認した結果、当連結会計

年度から、内規等に基づく要支給額を引当金とし

て計上する方法に変更しております。これに伴

い、期首時点で計上すべき過年度分の引当金繰入

額1,273百万円を特別損失に計上しております。

 この結果、従来の方法と比較して、営業利益は

137百万円、経常利益は201百万円、税金等調整前

当期純利益は1,256百万円それぞれ減少しており

ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。

────────

ホ 商品券等回収損失引当金

 一定期間経過後に収益に計上した未回収の商品

券等について、将来回収された場合に発生する損

失に備えるため、過去の実績に基づき損失発生見

込額を計上しております。

ホ 商品券等回収損失引当金

 一定期間経過後に収益に計上した未回収の商品

券等について、将来回収された場合に発生する損

失に備えるため、過去の実績に基づき損失発生見

込額を計上しております。

(会計方針の変更)

 「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引

当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関

する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会監

査・保証実務委員会報告第42号 平成19年４月13

日改正)が公表され、負債計上を中止した項目に

係る引当金の取扱いが整理されたことを受け、当

連結会計年度より、税務上の取扱いに基づいて収

益計上した商品券、旅行ギフト券等の未回収残高

について、将来の回収等により損失の発生が見込

まれる金額を引当金として計上しております。こ

れに伴い、期首時点で計上すべき過年度分の引当

金繰入相当額2,158百万円を特別損失に計上して

おります。

 この結果、従来の方法と比較して、営業利益は

96百万円、経常利益は50百万円、税金等調整前当

期純利益は2,208百万円それぞれ減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。

────────

(6) 特別法上の準備金の計上基準

 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及び取崩して

おります。

 なお、特定都市鉄道整備準備金のうち3,617百万

円については、一年内に使用されると認められるも

のであります。

(6) 特別法上の準備金の計上基準

 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及び取崩して

おります。

 なお、特定都市鉄道整備準備金のうち3,617百万

円については、一年内に使用されると認められるも

のであります。

(7) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・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

によっております。

(7)      ──────────
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なお、上記以外の事項は、 近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要な

変更がないため開示を省略しております。 

  

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)

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)

(8) 重要なヘッジ会計の方法

 当社及び連結子会社は、将来の支払利息に係る金

利変動リスクをヘッジすることを目的に金利スワッ

プ取引及びキャップ取引を行っており、全てについ

て、特例処理を適用しております。当該金利スワッ

プ取引及びキャップ取引は、変動金利借入に対する

ものであります。

(8) 重要なヘッジ会計の方法

同左

(9) 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。

(9) 消費税等の会計処理

同左

４ 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。

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

５ 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、20年間の

均等償却を行っております。

５ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 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箇月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

(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】

【会計方針の変更】

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)

―――――― （リース取引に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 

終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平

成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を

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。  

 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。 

 これによる連結財務諸表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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【表示方法の変更】

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)

(連結貸借対照表)

 前連結会計年度において、区分掲記しておりました流

動負債の「役員賞与引当金」は重要性が乏しくなったた

め、流動負債の「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、61百万円でありま

す。

(連結貸借対照表)

 「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

度で流動資産の「たな卸資産」として区分掲記していた

もののうち、流動資産の「分譲土地建物」を当連結会計

年度から区分掲記し、その他のたな卸資産は流動資産の

「その他」（当連結会計年度は23,146百万円）に含めて

表示しております。 

 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」は51,679百万円、その他のたな卸資産

は18,953百万円であります。

(連結損益計算書)

 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「受取保険金」は重要性が乏しくなったた

め、営業外収益の「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、132百万円で

あります。

―――――――

 

 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「貸倒引当金戻入額」は重要性が乏しくなった

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、277百万円で

あります。

――――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、区分掲記しておりました投

資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の取

得による支出」は、重要性の観点から当連結会計年度よ

り「有価証券及び投資有価証券の取得による支出」とし

て区分掲記しております。 

 なお、当連結会計年度における「投資有価証券の取得

による支出」は△93百万円であります。

前連結会計年度において、区分掲記しておりました投
資活動によるキャッシュ・フローの「有価証券の売却に
よる収入」及び「投資有価証券の売却による収入」は、
重要性の観点から当連結会計年度より「有価証券及び投
資有価証券の売却による収入」として区分掲記しており
ます。 
 なお、当連結会計年度における「有価証券の売却によ
る収入」及び「投資有価証券の売却による収入」はそれ
ぞれ252百万円、204百万円であります。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました投

資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の取
得による支出」及び「無形固定資産の取得による支出」
は、重要性の観点から当連結会計年度より「有形及び無
形固定資産の取得による支出」として区分掲記しており
ます。 
 なお、当連結会計年度における「有形固定資産の取得
による支出」及び「無形固定資産の取得による支出」そ
れぞれ△65,009百万円、△2,480百万円であります。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました投

資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の売
却による収入」（当連結会計年度は4,671百万円）は、
重要性の観点から当連結会計年度より「有形及び無形固
定資産の売却による収入」として区分掲記しておりま
す。 
 なお、前連結会計年度において「無形固定資産の売却
による収入」は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、前連結会計年度の当
該金額は10百万円、当連結会計年度は3百万円でありま
す。
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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)

―――――――  前連結会計年度において、財務活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示していた「少数株

主への配当金の支払額」は、重要性が増したため、当連

結会計年度については区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の当該金額は△14百万円であり

ます。

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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)

１ 有形固定資産減価償却累計額    766,691百万円 １ 有形固定資産減価償却累計額   799,605百万円

２ 偶発債務

保証債務額 6,951百万円

２ 偶発債務

保証債務額 7,807百万円

３ 「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「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成11年３月31日公布法律第

24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再

評価差額金を純資産の部に計上しております。

３ 「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「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成11年３月31日公布法律第

24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再

評価差額金を純資産の部に計上しております。

(イ)東武鉄道㈱

・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)に基づき、

鉄道事業用土地については同施行令第２条第３号

に定める固定資産税評価額により、その他事業用

土地については同条第１号に定める公示価格及び

第２号に定める基準地価格により算定

・再評価を行った日…平成14年３月31日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

51,605百万円

なお、平成14年２月１日に東武鉄道㈱と合併によ

り消滅した東武アネックス㈱・東武プロパティー

ズ㈱・東武エステート㈱ならびに平成14年３月１

日に東武鉄道㈱と合併により消滅した銀座エフツ

ー㈱については、上記東武鉄道㈱に含めて記載し

ております。また、合併により消滅した会社の再

評価の方法ならびに再評価を行った日は以下のと

おりであります。

(イ)東武鉄道㈱

・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)に基づき、

鉄道事業用土地については同施行令第２条第３号

に定める固定資産税評価額により、その他事業用

土地については同条第１号に定める公示価格及び

第２号に定める基準地価格により算定

・再評価を行った日…平成14年３月31日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

47,507百万円

なお、平成14年２月１日に東武鉄道㈱と合併によ

り消滅した東武アネックス㈱・東武プロパティー

ズ㈱・東武エステート㈱ならびに平成14年３月１

日に東武鉄道㈱と合併により消滅した銀座エフツ

ー㈱については、上記東武鉄道㈱に含めて記載し

ております。また、合併により消滅した会社の再

評価の方法ならびに再評価を行った日は以下のと

おりであります。

 (ⅰ)東武アネックス㈱・東武プロパティーズ㈱・ 

   東武エステート㈱

・再評価の方法…同施行令第２条第５号に定める不

動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年１月31日

 (ⅰ)東武アネックス㈱・東武プロパティーズ㈱・ 

   東武エステート㈱

・再評価の方法…同施行令第２条第５号に定める不

動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年１月31日

 (ⅱ)銀座エフツー㈱

・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固

定資産税評価額及び同施行令第２条第５号に定め

る不動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成13年12月31日

 (ⅱ)銀座エフツー㈱

・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固

定資産税評価額及び同施行令第２条第５号に定め

る不動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成13年12月31日
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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)

(ロ)㈱東武百貨店

・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固

定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

0百万円

(ロ)㈱東武百貨店

・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固

定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

0百万円

(ハ)㈱東武宇都宮百貨店

・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固

定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

65百万円

(ハ)㈱東武宇都宮百貨店

・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固

定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

69百万円

(ニ)東武運輸㈱

・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固

定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

2,131百万円

(ニ)東武運輸㈱

・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固

定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

1,853百万円

(ホ)東武建設㈱

・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固

定資産税評価額及び同施行令第２条第５号に定め

る不動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年３月31日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

1,449百万円

(ホ)東武建設㈱

・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固

定資産税評価額及び同施行令第２条第５号に定め

る不動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年３月31日

・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

1,239百万円

４ 担保提供資産及び担保付債務

 担保に供している資産は次のとおりであります。

有価証券 51百万円

投資有価証券 178百万円

建物及び構築物 331,806百万円

機械装置及び運搬具 81,349百万円

土地 284,276百万円

その他の有形固定資産 10,322百万円

その他の投資その他の資産 25百万円

計 708,009百万円

４ 担保提供資産及び担保付債務

 担保に供している資産は次のとおりであります。

有価証券 96百万円

投資有価証券 96百万円

建物及び構築物 329,836百万円

機械装置及び運搬具 69,402百万円

土地 283,530百万円

その他の有形固定資産 8,926百万円

その他の投資その他の資産 23百万円

計 691,911百万円

 

 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 8,861百万円

長期借入金 38,796百万円

(内一年内返済額) 9,251百万円

鉄道・運輸機構長期未払金 86,290百万円

(内一年内返済額) 7,869百万円

計 133,947百万円
 

 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 8,330百万円

長期借入金 142,828百万円

(内一年内返済額) 16,390百万円

鉄道・運輸機構長期未払金 78,356百万円

(内一年内返済額) 8,016百万円

計 229,515百万円
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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 純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項

 当社における借入金のうち152,845百万円について

は、各年度の決算期における連結または連結及び単体

の貸借対照表における純資産または旧資本の部の金額

を前年同期比または直前の中間期末比75％以上に維持

することを確約しております。なお、このうち40,000

百万円については、各年度の中間期においても同様に

連結及び単体の貸借対照表における旧資本の部の金額

を前期末対比75％以上に維持することを確約しており

ます。

 あわせて、上記借入金152,845百万円のうち79,985

百万円については、各年度の決算期または中間期及び

決算期における連結及び単体の損益計算書に示される

当期純損益が２期連続して損失とならないようにする

ことを確約しております。

 また、当社が発行している社債のうち30,000百万円

については、各年度の決算期における単体の損益計算

書に示される経常損益が２期連続して損失となった場

合、当該債務について期限の利益を喪失することもあ

ります。

５ 純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項

 当社における借入金のうち203,925百万円について

は、各年度の決算期における連結または連結及び単体

の貸借対照表における純資産または旧資本の部の金額

を前年同期比または直前の中間期末比75％以上に維持

することを確約しております。なお、このうち20,000

百万円については、各年度の中間期においても同様に

連結及び単体の貸借対照表における旧資本の部の金額

を前期末対比75％以上に維持することを確約しており

ます。

 あわせて、上記借入金203,925百万円のうち55,035

百万円については、各年度の決算期または中間期及び

決算期における連結及び単体の損益計算書に示される

当期純損益が２期連続して損失とならないようにする

ことを確約しております。

 また、当社が発行している社債のうち30,000百万円

については、各年度の決算期における単体の損益計算

書に示される経常損益が２期連続して損失となった場

合、当該債務について期限の利益を喪失することもあ

ります。

６ 事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金

等

213,691百万円

６ 事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金

等

216,017百万円

７ 投資有価証券のうち、31,177百万円については有価

証券消費貸借契約により貸付を行っております。

７ 投資有価証券のうち、24,878百万円については有価

証券消費貸借契約により貸付を行っております。

(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 販売費及び一般管理費の引当金繰入額は、次のとお

りです。

貸倒引当金繰入額 244百万円

賞与引当金繰入額 2,058百万円

退職給付費用 1,990百万円

１ 販売費及び一般管理費の引当金繰入額は、次のとお

りであります。

貸倒引当金繰入額 253百万円

賞与引当金繰入額 2,025百万円

退職給付費用 2,305百万円

２ 売上原価に含まれるたな卸資産評価損は、583百万

円であります。

２ 売上原価に含まれるたな卸資産評価損は、301百万

円であります。

３ 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。

イ 減損損失を認識した主な資産

用途 種類 場所

賃貸施設 土地、建物ほか 埼玉県越谷市ほか

婚礼施設 土地、建物ほか 栃木県小山市

遊休資産 土地 埼玉県東松山市
 

３ 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。

イ 減損損失を認識した主な資産

用途 種類 場所

ホテル施設 土地、建物ほか 千葉県成田市

賃貸施設 土地、建物ほか 栃木県小山市ほか

ロ 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・施設毎に資産のグ

ルーピングを行っております。

ロ 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・施設毎に資産のグ

ルーピングを行っております。

ハ 減損損失を認識するに至った経緯

 当初想定していた営業損益が見込めなくなったこ

とや、継続的な地価の下落、事業再編に伴い将来計

画の見直しを行ったことなどにより減損損失を認識

しております。

ハ 減損損失を認識するに至った経緯

 当初想定していた営業損益が見込めなくなったこ

とや、継続的な地価の下落などにより減損損失を認

識しております。
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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) 

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 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加444,612株は、単元未満株式の買取りによるものであり、株式数の減少

140,231株は単元未満株式の買増請求等によるものであります。 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 

(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 

 
  

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)

ニ 減損損失の内訳

土地 2,504百万円

建物及び構築物 1,615百万円

その他 86百万円

計 4,206百万円
 

ニ 減損損失の内訳

土地 473百万円

建物及び構築物 836百万円

計 1,309百万円

ホ 回収可能価額の算定方法

 回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値によ

り測定しております。正味売却価額は、不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額もしくは固定資産税評

価額に合理的な調整を行って算出した金額を使用し

ております。また、使用価値については、将来キャ

ッシュ・フローを4.0％で割り引いて算出しており

ます。

ホ 回収可能価額の算定方法

 回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値によ

り測定しております。正味売却価額は、不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額もしくは固定資産税評

価額に合理的な調整を行って算出した金額を使用し

ております。また、使用価値については、将来キャ

ッシュ・フローを4.0％で割り引いて算出しており

ます。

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 858,672,607 ― ― 858,672,607

合計 858,672,607 ― ― 858,672,607

自己株式

普通株式 2,165,575 444,612 140,231 2,469,956

合計 2,165,575 444,612 140,231 2,469,956

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

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 2,141 2.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月14日
取締役会

普通株式 2,140 2.5 平成19年９月30日 平成19年12月６日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

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 2,140 利益剰余金 2.5 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 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加4,139,709株は、単元未満株式の買取り589,709株及び株式買取請求による

買取り3,550,000株によるものであり、株式数の減少385,483株は単元未満株式の買増請求等によるものであり

ます。 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 

(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 

 
  

 
  

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 858,672,607 ─ ─ 858,672,607

合計 858,672,607 ─ ─ 858,672,607

自己株式

普通株式 2,469,956 4,139,709 385,483 6,224,182

合計 2,469,956 4,139,709 385,483 6,224,182

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

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 2,140 2.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月14日
取締役会

普通株式 2,140 2.5 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

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 2,131 利益剰余金 2.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

(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

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定 24,948百万円

有価証券勘定 252百万円

計 25,201百万円

預入期間が３箇月を超える定期預金 △299百万円

償還期間が３箇月を超える債券等 △252百万円

現金及び現金同等物 24,649百万円
 

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

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 25,158百万円

有価証券勘定 335百万円

計 25,493百万円

預入期間が３箇月を超える定期預金 △275百万円

償還期間が３箇月を超える債券等 △335百万円

現金及び現金同等物 24,882百万円
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(注) １ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 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。 

３ 各事業区分の主要な事業内容 
運輸事業………………鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。 
レジャー事業…………遊園地、ホテル、飲食業等を行っております。 
不動産事業……………土地及び建物の賃貸・分譲を行っております。 
流通事業………………駅売店、百貨店業等を行っております。 
その他事業……………建設コンサルタント、電気工事、生コン製造販売等を行っております。 

４ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 
５ 資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は66,240百万円であり、その主なものは、提出

会社での余資運用資金(現預金及び有価証券)、投資有価証券等であります。 
６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、法人税法改正

に伴い、平成19年４月１日以降に取得した減価償却資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の
方法に変更しているほか、平成19年３月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで
償却が終了した翌年から５年間で均等に償却する方法によっております。この変更に伴い、従来の方法によ
った場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、運輸事業が1,862百万円、レジャー事業が128百万円、
不動産事業が163百万円、流通事業が８百万円、その他事業が29百万円増加し、営業利益が同額減少してお
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「会計方針の変更」に記載のとおり、「租税特別措
置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」
(日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第42号 平成19年４月13日改正)が公表されたことを契機と
して、役員退職慰労金制度の内容を確認した結果、当連結会計年度から、内規等に基づく要支給額を引当金
として計上する方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会
計年度の営業費用は、運輸事業が10百万円減少し、レジャー事業が11百万円、流通事業が96百万円、その他
事業が40百万円増加し、営業利益がそれぞれ増減しております。 

８ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、「租税特別措
置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」
(日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第42号 平成19年４月13日改正)が公表され、負債計上を中
止した項目に係る引当金の取扱いが整理されたことを受け、当連結会計年度より、税務上の取扱いに基づい
て収益計上した商品券、旅行ギフト券等の未回収残高について、将来の回収等により損失の発生が見込まれ
る金額を引当金として計上しております。これにより、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年
度の営業収益は、運輸事業が11百万円増加、流通事業が108百万円減少し、営業利益がそれぞれ増減してお
ります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

項目

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)

運輸事業 
(百万円)

レジャー
事業 

(百万円)

不動産
事業 

(百万円)

流通事業
(百万円)

その他
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 
  営業損益

  営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

211,942 82,486 34,172 240,536 52,555 621,694 ― 621,694

 (2) セグメント間の 
   内部営業収益又 
   は振替高

3,731 4,479 13,657 3,080 29,884 54,834 (54,834) ―

計 215,674 86,966 47,830 243,617 82,440 676,529 (54,834) 621,694

  営業費用 189,681 85,487 39,387 238,794 78,084 631,436 (54,086) 577,349

  営業利益 25,992 1,478 8,443 4,822 4,355 45,093 (748) 44,345

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び 
  資本的支出

  資産 837,719 94,709 355,315 111,660 131,784 1,531,188 (104,940) 1,426,248

  減価償却費 40,986 4,801 5,431 2,986 854 55,059 ― 55,059

  減損損失 408 1,213 2,585 ― ― 4,206 ― 4,206

  資本的支出 49,140 8,879 5,340 4,040 1,022 68,423 ― 68,423
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(注) １ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 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。 

３ 各事業区分の主要な事業内容 

運輸事業………………鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。 

レジャー事業…………遊園地、ホテル、飲食業等を行っております。 

不動産事業……………土地及び建物の賃貸・分譲を行っております。 

流通事業………………駅売店、百貨店業等を行っております。 

その他事業……………建設コンサルタント、電気工事、生コン製造販売等を行っております。 

４ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

５ 資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は44,393百万円であり、その主なものは、提出

会社での余資運用資金(現預金及び有価証券)、投資有価証券等であります。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より機械装置の耐用
年数の変更を行っております。これは、平成20年度の法人税法改正に伴い見直しを行ったものです。 
この結果、従来と同一の基準によった場合と比較して当連結会計年度の営業費用が運輸事業において467百
万円増加し、レジャー事業において2百万円減少し、営業利益がそれぞれ増減しております。 

  

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がないため記載しておりませ

ん。 

  

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、

いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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）及び当連結会計年度（自 平成20

年４月１日 至 平成21年３月31日）については、海外売上高はないため記載しておりません。 

項目

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)

運輸事業 
(百万円)

レジャー
事業 

(百万円)

不動産
事業 

(百万円)

流通事業
(百万円)

その他
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 
  営業損益

  営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

209,538 78,338 40,308 229,612 44,087 601,884 ─ 601,884

 (2) セグメント間の 
   内部営業収益又 
   は振替高

3,605 5,723 13,335 3,204 30,194 56,062 (56,062) ─

計 213,143 84,062 53,643 232,816 74,281 657,947 (56,062) 601,884

  営業費用 193,051 82,736 47,212 230,444 71,112 624,557 (54,961) 569,595

  営業利益 20,092 1,326 6,430 2,372 3,168 33,390 (1,101) 32,289

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び 
  資本的支出

  資産 831,303 94,222 362,565 105,471 209,292 1,602,856 (199,287) 1,403,568

  減価償却費 42,427 4,897 5,264 2,949 967 56,506 ─ 56,506

  減損損失 ─ 591 718 ─ ─ 1,309 ─ 1,309

  資本的支出 36,563 12,970 10,208 2,463 2,497 64,702 ─ 64,702

２ 所在地別セグメント情報

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）

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）

３ 海外売上高
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(注) １ 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。 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

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、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。 

(１株当たり情報)

項目
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)

円 銭 円 銭

１株当たり純資産額 208 56 204 42

１株当たり当期純利益金額 20 88 18 80

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

19 33 18 37

項目
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) 184,012 261,154

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 5,438 86,899

(うち少数株主持分) (5,438) (86,899)

普通株式に係る期末純資産額(百万円) 178,573 174,254

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の
数(千株)

856,202 852,448

項目
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株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 17,882 16,090

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) 17,882 16,090

普通株式の期中平均株式数(千株) 856,337 855,841

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(百万円) ― 549

(うち少数株主利益) (─) (549)

普通株式増加数(千株) 68,965 50,117

(うち転換社債型新株予約権付社債) (68,965) (50,117)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

────── ──────

(重要な後発事象)

（開示の省略）
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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 5,497 4,746 

未収運賃 6,012 6,626 

未収金 6,348 8,341 

未収収益 181 184 

短期貸付金 2,727 1,466 

有価証券 52 135 

分譲土地建物 49,167 51,617 

貯蔵品 2,156 2,799 

前払費用 1,305 1,366 

繰延税金資産 3,417 3,302 

その他 2,699 4,288 

貸倒引当金 △1,246 △19 

流動資産合計 78,320 84,855 

固定資産 

鉄道事業固定資産 712,422 697,698 

開発事業固定資産 226,102 231,518 

各事業関連固定資産 13,413 13,051 

建設仮勘定 18,385 26,276 

投資その他の資産 

関係会社株式 144,531 147,922 

投資有価証券 56,361 35,953 

長期貸付金 1,674 1,051 

破産更生債権等 249 2,112 

繰延税金資産 2,929 4,108 

その他 37,304 36,308 

貸倒引当金 △3,017 △3,745 

投資その他の資産合計 240,034 223,711 

固定資産合計 1,210,357 1,192,255 

繰延資産 

社債発行費 － 1,371 

繰延資産合計 － 1,371 

資産合計 1,288,677 1,278,483 
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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) 

負債の部 

流動負債 

短期借入金 79,231 67,121 

1年内返済予定の長期借入金 88,846 87,244 

1年内償還予定の社債 48,000 48,000 

未払金 44,223 42,248 

未払費用 4,678 4,696 

未払消費税等 325 662 

預り連絡運賃 2,881 3,085 

預り金 22,205 23,457 

前受運賃 8,140 7,881 

前受金 4,145 4,502 

前受収益 1,621 1,768 

役員賞与引当金 60 50 

その他 2,351 2,315 

流動負債合計 306,710 293,033 

固定負債 

社債 173,000 176,770 

長期借入金 405,265 424,240 

長期未払金 83,973 75,587 

再評価に係る繰延税金負債 66,565 66,399 

退職給付引当金 20,580 20,203 

関係会社事業損失引当金 6,810 6,215 

その他 29,201 26,615 

固定負債合計 785,395 796,031 

特別法上の準備金 

特定都市鉄道整備準備金 25,320 21,702 

特別法上の準備金合計 25,320 21,702 

負債合計 1,117,426 1,110,768 

純資産の部 

株主資本 

資本金 66,166 66,166 

資本剰余金 

資本準備金 16,541 16,541 

その他資本剰余金 17,885 17,892 

資本剰余金合計 34,427 34,434 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 24,437 33,917 

利益剰余金合計 24,437 33,917 

自己株式 △1,162 △3,071 

株主資本合計 123,867 131,447 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 15,316 4,006 

土地再評価差額金 32,067 32,262 

評価・換算差額等合計 47,384 36,268 

純資産合計 171,251 167,715 

負債純資産合計 1,288,677 1,278,483 
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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) 

鉄道事業営業収益 160,818 160,248 

鉄道事業営業費 137,082 141,148 

鉄道事業営業利益 23,735 19,099 

開発事業営業収益 58,446 59,729 

開発事業営業費 50,076 53,368 

開発事業営業利益 8,369 6,360 

全事業営業利益 32,104 25,460 

営業外収益 

受取利息及び配当金 5,356 5,595 

その他 2,679 3,217 

営業外収益合計 8,035 8,812 

営業外費用 

支払利息 16,496 16,222 

その他 1,705 1,465 

営業外費用合計 18,201 17,688 

経常利益 21,938 16,584 

特別利益 

特定都市鉄道整備準備金取崩額 7,037 3,617 

固定資産売却益 1,886 2,835 

工事負担金等受入額 219 2,040 

その他 1,102 2,165 

特別利益合計 10,246 10,658 

特別損失 

固定資産圧縮損 219 2,040 

投資有価証券評価損 72 1,331 

固定資産除却損 771 921 

関係会社事業損失引当金繰入額 1,631 844 

減損損失 2,876 721 

その他 2,078 935 

特別損失合計 7,648 6,796 

税引前当期純利益 24,536 20,446 

法人税、住民税及び事業税 78 81 

法人税等調整額 11,048 6,396 

法人税等合計 11,127 6,478 

当期純利益 13,409 13,968 
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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 66,166 66,166 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 66,166 66,166 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 16,541 16,541 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 16,541 16,541 

その他資本剰余金 

前期末残高 17,876 17,885 

当期変動額 

自己株式の処分 8 7 

当期変動額合計 8 7 

当期末残高 17,885 17,892 

資本剰余金合計 

前期末残高 34,418 34,427 

当期変動額 

自己株式の処分 8 7 

当期変動額合計 8 7 

当期末残高 34,427 34,434 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 17,730 24,437 

当期変動額 

剰余金の配当 △4,282 △4,280 

当期純利益 13,409 13,968 

土地再評価差額金の取崩 △2,420 △206 

当期変動額合計 6,707 9,480 

当期末残高 24,437 33,917 

自己株式 

前期末残高 △989 △1,162 

当期変動額 

自己株式の取得 △239 △2,091 

自己株式の処分 65 182 

当期変動額合計 △173 △1,908 

当期末残高 △1,162 △3,071 
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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) 

株主資本合計 

前期末残高 117,325 123,867 

当期変動額 

剰余金の配当 △4,282 △4,280 

当期純利益 13,409 13,968 

自己株式の取得 △239 △2,091 

自己株式の処分 74 190 

土地再評価差額金の取崩 △2,420 △206 

当期変動額合計 6,542 7,579 

当期末残高 123,867 131,447 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 32,062 15,316 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△16,745 △11,310 

当期変動額合計 △16,745 △11,310 

当期末残高 15,316 4,006 

土地再評価差額金 

前期末残高 30,101 32,067 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

1,965 194 

当期変動額合計 1,965 194 

当期末残高 32,067 32,262 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 62,163 47,384 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△14,779 △11,116 

当期変動額合計 △14,779 △11,116 

当期末残高 47,384 36,268 

純資産合計 

前期末残高 179,489 171,251 

当期変動額 

剰余金の配当 △4,282 △4,280 

当期純利益 13,409 13,968 

自己株式の取得 △239 △2,091 

自己株式の処分 74 190 

土地再評価差額金の取崩 △2,420 △206 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,779 △11,116 

当期変動額合計 △8,237 △3,536 

当期末残高 171,251 167,715 

35

東武鉄道㈱(9001)　平成21年３月期決算短信



該当事項はありません。 

  

(役員の異動) 
  役員の異動につきましては、開示すべき事項が発生した際に適切に開示致します。 

  

鉄道事業旅客収入及び旅客人員表（個別） 

（決算） 

 
  

（業績予想） 

 
※ 定期外旅客収入は、急行料金を含んでおります。 

 ※ 旅客人員は単位未満端数四捨五入で表示しております。 

(4)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

6.【その他】

(参考資料）

当   期 前   期 比較増減率

旅

客

収

入

定期外 78,152百万円 79,063百万円 △1.2 ％

定 期 66,386百万円 66,309百万円 0.1 ％

合 計 144,538百万円 145,372百万円 △0.6 ％

旅

客

人

員

定期外 306,650千人 307,000千人 △0.1 ％

定 期 571,033千人 570,099千人 0.2 ％

合 計 877,683千人 877,099千人 0.1 ％

次 期 予 想 当     期 比較増減率

旅

客

収

入

定期外 77,290百万円 78,152百万円 △1.1 ％

定 期 65,529百万円 66,386百万円 △1.3 ％

合 計 142,820百万円 144,538百万円 △1.2 ％

旅

客

人

員

定期外 305,330千人 306,650千人 △0.4 ％

定 期 567,139千人 571,033千人 △0.7 ％

合 計 872,469千人 877,683千人 △0.6 ％
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