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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 317,875 1.1 29,377 △8.6 21,772 △12.3 7,101 △47.0
20年3月期 314,335 △3.3 32,152 △10.7 24,829 △13.0 13,408 7.0

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 13.54 12.97 4.3 2.4 9.2
20年3月期 25.55 24.18 8.4 2.9 10.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  77百万円 20年3月期  74百万円

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 916,106 177,063 19.3 320.20
20年3月期 879,372 157,508 17.9 303.11

（参考） 自己資本   21年3月期  176,596百万円 20年3月期  157,069百万円

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 34,311 △55,290 12,401 42,470
20年3月期 51,102 △53,045 △696 51,048

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 ― 3.50 6.00 3,125 23.5 2.0
21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 3,213 44.3 1.9
22年3月期 

（予想） ― 3.00 ― 3.00 6.00 43.0

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

151,000 △6.1 11,300 △36.6 7,300 △48.7 3,800 △45.5 6.89

通期 319,000 0.4 22,700 △22.7 14,300 △34.3 7,700 8.4 13.96
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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） 

（注）詳細は、21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」、26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、35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 551,521,094株 20年3月期 537,413,854株
② 期末自己株式数 21年3月期  3,805株 20年3月期  19,219,452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 110,299 △10.5 18,291 0.1 11,879 △4.5 4,462 △49.5
20年3月期 123,192 △3.1 18,274 △13.6 12,433 △14.1 8,838 46.5

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 8.51 8.21
20年3月期 16.84 16.03

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 833,296 117,893 14.1 213.76
20年3月期 796,739 100,605 12.6 194.15

（参考） 自己資本 21年3月期  117,893百万円 20年3月期  100,605百万円

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、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
る結果となる可能性があります。 
  なお、業績予想に関する事項は、５ページ「次期の業績見通し」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

51,700 △13.5 8,400 △32.1 5,500 △43.8 3,600 △52.6 6.53

通期 106,000 △3.9 14,900 △18.5 7,900 △33.5 4,800 7.6 8.70
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当期の経済環境については、世界的に金融市場の深刻な混乱が実体経済まで波及し、景気は急激に後

退しました。わが国経済についても、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

消費の落ち込みが続くなど、特に期後半において景気は極めて厳しい状況で推移しました。 

このような厳しい状況のなか、当社グループでは、各事業のさらなる見直しを行い、選択と集中を進

めるなど、経営の効率化に取り組むとともに、引き続き各事業において積極的な営業活動を展開しまし

た。また、内部統制体制の検証および改善を行うなど、透明性の高い経営体制の構築に努めました。 

この結果、当期の営業収益は3,178億７千５百万円（前期比1.1％増）、営業利益は293億７千７百万円

（前期比8.6％減）、経常利益は217億７千２百万円（前期比12.3％減）、当期純利益は71億１百万円

（前期比47.0％減）となりました。 

 次に、事業別の業績についてご報告いたします。 

  鉄道事業では、営業面においては、羽田空港アクセスのさらなる向上を図るため、早朝・深夜時間帯

における運行区間の延長や快特列車の増発など、ダイヤ改正を行いました。また、航空会社や旅行代理

店と共同で羽田空港駅開業10周年を記念した空港線の利用促進のための商品等を企画、販売したほか、

地元自治体等と共同で沿線の魅力をＰＲするなど、旅客誘致に努めました。さらに、旅客サービスの安

全性の向上を図るため、駅構内や列車内の警備体制を強化しました。 

施設面においては、引き続き安全対策を最重要課題とし、高機能ＡＴＳ（自動列車停止装置）への更

新工事を進め、２月に全線で運用を開始したほか、車両の代替新造、更新を行いました。また、安全性

の向上、輸送力の増強および交通渋滞の解消を図るため、連続立体交差化工事を推進し、京急蒲田駅付

近では、５月に環状８号線付近の上り線を高架化したほか、大師線では地下化工事を進めました。さら

に、駅のバリアフリー化に努め、追浜駅など４駅でエレベーター、立会川駅など４駅で多機能トイレを

新設するなど、利便性の向上を図りました。このほか、平成22年の羽田空港の本格的な国際化に対応す

るため、日本の空の玄関口にふさわしい機能を備えた国際ターミナル駅（仮称）の建設工事を推進しま

した。 

乗合・貸切自動車事業では、期前半において燃料費の高騰などがありましたが、京浜急行バス㈱およ

び川崎鶴見臨港バス㈱は、各路線において、顧客ニーズにあわせ運行便数を見直すなど、運行の効率化

に努めました。また、京浜急行バス㈱は、羽田空港関連路線において、羽田空港・横浜駅～新富士・富

士宮線を新設したほか、羽田空港アクセスのさらなる向上を図るため、羽田空港国際線ターミナル～横

浜シティ・エア・ターミナル（ＹＣＡＴ）線および羽田空港国際線ターミナル～品川駅東口線の深夜・

早朝時間帯の運行を開始しました。さらに、中距離路線では、品川駅東口～袖ヶ浦・長浦駅線をはじめ

として好調に推移しました。このほか、川崎鶴見臨港バス㈱は、インターネット上でバスの運行状況な

どを案内するシステムの導入を進め、利便性の向上を図ったほか、臨港グリーンバス㈱は、公営交通か

ら路線の運行を受託しました。 

  タクシー事業では、急停車時などに作動するドライブレコーダーを全車に導入するなど、安全性とサ

ービスの向上を図りました。  

 以上の結果、交通事業の営業収益は1,181億１千９百万円（前期比0.1％減）、営業利益は172億２千５

百万円（前期比0.4％減）となりました。 

１. 経営成績

（1） 経営成績に関する分析

イ．当期の概況

交通事業
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不動産販売業では、当社は、厳しい事業環境のなか、分譲マンション「シティ能見台つどいの街 九

番館・十番館」および「ウェリスシティ大森タワー」を完売しました。また、京急不動産㈱は、横浜駅

東口に隣接するヨコハマポートサイド地区の分譲マンション「パークタワー横濱ポートサイド」などを

販売しました。さらに、当社および京急不動産㈱は、京急ニュータウン金沢能見台光の街分譲地、京急

ニューシティ湘南佐島なぎさの丘分譲地などにおいて、立地特性を活かした宅地・戸建住宅を引き続き

販売しました。なお、不動産市況の急激な変化に対応し、開発計画等を見直すとともに、将来へ向け

て、沿線を中心に優良な用地の取得を進めております。 

不動産賃貸業では、テナント誘致や施設の改修などに取り組んだほか、４月に竣工した京急開発㈱の

賃貸ビル「横浜イーストスクエア」が、順調に稼働しました。  

 以上の結果、不動産事業の営業収益は358億３千４百万円（前期比14.8％減）、営業利益は59億６千２

百万円（前期比8.7％減）となりました。 

ホテル業では、ホテルパシフィック東京およびホテル グランパシフィック ＬＥ ＤＡＩＢＡは、世界

的な景気後退による外国人の宿泊需要の減少や法人宴会需要の減少などの影響により、減収となりまし

た。また、８月にビジネスホテル「京急ＥＸイン 新馬場駅北口」を開業したほか、他の宿泊特化型ホテ

ルと業務提携をするなど、収益の向上を図りました。さらに、観音崎京急ホテルで、県立自然博物館な

ど周辺施設と協力し、自然体験型の宿泊プランを販売するなど、集客力の強化に努めました。 

以上の結果、レジャー・サービス事業の営業収益は490億１千２百万円（前期比5.0％減）、営業利益

は５億４千７百万円（前期比67.5％減）となりました。  

 なお、長野京急カントリークラブについては、平成10年の開業以来ご好評をいただいておりますが、

地価の下落等により減損処理を実施しました。また、シティホテルの経営資源をホテル グランパシフィ

ック ＬＥ ＤＡＩＢＡに集中させるため、平成22年９月末日をもってホテルパシフィック東京の営業を

休止することを決定しました。 

㈱京急百貨店および㈱京急ストアは、消費者の節約志向が高まるなど、事業環境が急激に厳しくなる

なか、商品構成の見直し等を行い、事業環境に適応した営業活動を展開しました。また、当社は、10月

に、多様化する顧客ニーズに対応し、沿線地域における流通事業の基盤を強化するために、高級食品ス

ーパー「もとまちユニオン」や地域密着型食品スーパー「ヨコサン」などを経営するユニオネックス㈱

の全株式を取得し、同社を子会社化しました。 

物品販売業では、㈱京急ステーションコマースの横浜駅構内の新規店舗が通期稼働したことなどによ

り、増収となりました。 

以上の結果、流通事業の営業収益は1,034億１千２百円（前期比9.0％増）、営業利益は10億５百万円

（前期比43.1％減）となりました。  

 なお、本年４月に、営業力の強化および経営の効率化を図るため、㈱京急ショッピングセンターと京

急新橋地下駐車場㈱は合併しました。 

不動産事業

レジャー・サービス事業

流通事業
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京急建設㈱は、引き続き鉄道の安全対策工事などを行ったほか、受注した大型工事の竣工などもあ

り、増収となりました。また、㈱京急ファインテックは、公営交通の鉄道車両修繕工事の受注を増加さ

せるなど、収益の向上を図りました。 

以上の結果、その他事業の営業収益は681億６千１百万円（前期比7.5％増）、営業利益は43億３千６

百万円（前期比4.0％減）となりました。  

 なお、３月に、事業環境の変化に対応し、海洋深層水事業を行っていた三浦ディーエスダブリュ㈱は

解散しました。 

今後のわが国の経済環境につきましては、企業収益の低下や雇用情勢の急速な悪化に伴う個人消費の

低迷が続くなど、当社グループにとりましても厳しい状況が続くものと予想されます。  

 このような状況のもと、平成22年３月期の通期連結業績予想は次のとおりであります。  

 営業収益は、不動産販売業における平成21年３月期に大型分譲マンションの売り上げを計上した反動

や、景気の低迷によるレジャー・サービス事業などの減収がありますが、ユニオネックス㈱の子会社化

による増収などにより、3,190億円（前期比0.4％増）を見込んでおります。  

 しかしながら、利益面におきましては、既存事業の減収に加え、交通セグメントにおける営業費用の

増加などにより、営業利益は227億円（前期比22.7％減）、経常利益は143億円（前期比34.3％減）を見

込んでおります。  

 当期純利益につきましては、平成21年３月期に減損損失を計上した反動などにより、77億円（前期比

8.4％増）を見込んでおります。 

 
（注）連結有利子負債残高は、社債＋借入金＋コマーシャル・ペーパーにより算出しております。 

当期末の総資産は、京急蒲田駅付近連続立体交差化工事の進捗による建設仮勘定の増加などにより、

367億３千３百万円増加いたしました。 

 負債につきましては、工事負担金の受入に伴う長期前受工事負担金の増加などにより171億７千８百万

円増加いたしました。 

 また、純資産は、当期純利益による増加や、自己株式の減少などにより195億５千４百万円増加いたし

ました。 

その他事業

ロ．次期の業績見通し

（2） 財政状態に関する分析

イ．当期末の財政状態

・総 資 産   9,161億６百万円 （前期末比367億３千３百万円増）

・負 債 7,390億４千３百万円 （前期末比171億７千８百万円増）

・純 資 産 1,770億６千３百万円 （前期末比195億５千４百万円増）

・自 己 資 本 比 率        19.3％ （前期末比   1.4ポイント増）

・連結有利子負債残高 4,988億８千５百万円 （前期末比 70億５千３百万円増）
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・営業活動によるキャッシュ・フロー  343億１千１百万円（前期比167億９千１百万円収入減） 

・投資活動によるキャッシュ・フロー   △552億９千万円（前期比22億４千５百万円支出増） 

・財務活動によるキャッシュ・フロー       124億１百万円（前期比130億９千８百万円収入増） 

・現金及び現金同等物期末残高        424億７千万円 (前期末比85億７千７百万円減） 

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や減価償却費などの資金収入から、

たな卸資産の増加などの資金支出を差し引き、343億１千１百万円の資金収入（前期比167億９千１百万

円収入減）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、工事負担金の受入などによる資金の入金がありましたが、鉄

道事業等設備投資を中心とした資金の出金により552億９千万円の資金支出（前期比22億４千５百万円支

出増）となりました。  

 また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還などによる資金支出がありましたが、長期

借入金の増加などにより124億１百万円の資金収入（前期比130億９千８百万円収入増）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、424億７千万円（前期末比85億７千７百万円減）とな

りました。  

  

 
（注）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 

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、期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用
しております。 

５．有利子負債は、社債＋借入金＋コマーシャル・ペーパーにより算出しております。 

ロ．当期のキャッシュ・フローの状況

ハ．キャッシュ・フロー指標のトレンド

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           （％） 16.9 18.9 17.9 19.3

時価ベースの自己資本比率     （％） 58.9 53.3 40.0 42.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 11.2 13.1 9.6 14.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 6.1 4.6 6.2 4.0
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当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の最重要政策と位置づけ、安定した配当の継続を基

本とし、業績や財務状況等を勘案して配当を行う方針としております。  

 このような考えのもと、昭和57年度から26期連続して、１株あたり普通配当５円（中間２円50銭、期

末２円50銭）の年間配当水準を維持してまいりましたが、さらなる利益還元を図るため、当期の期末配

当金につきましては、１株あたり３円とし、年間配当金を１株当たり普通配当６円（中間３円、期末３

円）とする予定でおります。なお、次期の配当金につきましては、厳しい経済状況ではございますが、

安定した配当の継続に努める予定でおります。  

 内部留保資金につきましては、安全対策工事や、品川、羽田空港をはじめとする事業戦略拠点への投

資などのほか、有利子負債の返済などに充当し、引き続き経営基盤の充実と財務体質の強化を図ってま

いります。また、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己の株式の取得につ

きましても検討してまいります。 

 当社グループの財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項については、

以下のようなものがあります。当社グループは、これらの事業等のリスクを認識したうえで、事態発生

の回避および発生時の対応に努めます。また、本項に記載されている将来に関する事項は、当連結会計

年度末現在において入手可能な情報に基づき、判断したものであります。   

 当社グループの事業は、都心から羽田空港、川崎、横浜を経て三浦半島に至る当社鉄道沿線を中心と

した地域に集中して展開しているため、沿線地域の発展と当社グループの業績は密接な関係にありま

す。このため、社会的・自然的要因等により沿線地域の発展が阻害された場合、当社グループは大きな

経済的影響を受ける可能性があります。さらに、少子高齢化の進行などの要因により地域人口が減少し

た場合、当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 当社グループの基幹事業である交通事業は、鉄道、バスなど公共輸送機関としての事業の性格上、厳

格な法規制の下に事業を行っております。鉄道事業法および道路運送法の定めにより、事業の拡大・縮

小、通常の業務運営、運賃および料金の設定・変更などにおいて規制を受けており、社会情勢等の変化

によっては、当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、バス・タクシー事業においては規制緩和により他業種などからの新規参入が容易になるなど、

厳しい競争にさらされる可能性があり、これらの推移によっては、当社グループの財政状態や業績に影

響を及ぼす可能性があります。  

 さらに、交通事業は公共交通機関として環境負荷が小さいという長所がありますが、今後、環境に対

する規制が強化された場合は、当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 当社グループは、鉄道事業をはじめ各事業において多額の設備投資を行っており、金融機関からの借

入金や社債等の有利子負債残高が高水準で推移しております。このため、今後、市場金利の上昇や格付

け機関による当社発行債券の格付けの引き下げがあった場合は、利息負担の増加や調達金利の上昇など

により、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、金融市場の混乱等により、資金調達に制約を受

けるなど、当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、当社グループは、事業の性格上必要な土地（事業用および販売用）や株式などの投資有価証券

等を多く保有しておりますが、市況の動向等による地価や株価の大幅な下落や保有に対する課税強化な

ど税制の変更等があった場合は、当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。  

（3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

（4）事業等のリスク
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 さらに、当社グループは、主として労働集約型の事業を展開しているため、社会情勢等により賃金水

準が急激に高騰した場合は、人件費負担増などにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。このほ

か、当社グループは、修繕工事等を継続的に実施しているほか、電力、軽油等を多大に消費しているた

め、物価や燃料価格が高騰した場合、大幅なコスト増加につながり、当社グループの財政状態や業績に

影響を及ぼす可能性があります。  

 鉄道、バス、ホテル、百貨店、ストアなど当社グループの営業施設は、多くのお客さまにご利用いた

だいており、安全の確保、無事故の継続を最も重要な課題として取り組んでおります。このうえで、不

慮の火災や事故・障害の発生など、安全に対する信頼を損なうような事態が発生した場合、当社グルー

プ全体の事業の根幹を揺るがすような重大な影響を及ぼす可能性があります。  

 また、当社グループは、食品等を取り扱う各事業において、衛生管理には十分注意しておりますが、

当社グループ固有の管理および社会全般にわたる一般的な品質問題等が発生した場合、当社グループの

財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 さらに、当社グループは、鉄道やカード事業をはじめ、各事業において個人情報を保有しており、適

正な管理に努めておりますが、万一、個人情報が流出するなどの問題が発生した場合は、当社グループ

の財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、地震、台風等の自然災害あるいはテロ等の不法行為等により、当社グループの営業施設やコン

ピューターシステム等の設備の損壊の被害を受けた場合、あるいは、新型ウィルスなど疫病の発生・流

行等による恐慌等により、お客さまや従業員等が被災し被害を受けた場合、当社グループの財政状態や

業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。  

 なお、上記の記載事項は、当社グループの事業その他について予想される主なリスクを可能な限り具

体的に例示したものであり、ここに記載されたものが当社グループに関するすべてのリスクを網羅した

ものとは限りません。 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、経営者は、決算日における貸借対照表および

会計期間における損益計算書の金額ならびに開示に影響を与える見積りを行わなければなりません。こ

れらの見積りについては、過去の実績、現在の状況ならびに今後の見通しに応じて合理的に判断してお

りますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、異なる場合があります。 

  

（5）重要な会計方針および見積り
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当社の企業集団は、当社、子会社75社および関連会社４社で構成され、その営んでいる主要な事業内容

は、次のとおりであります。なお、交通事業以下の各区分は、事業の種類別セグメント情報における事業

区分と同一であります。 

  

 

 

 

 

 
(注) １ ※１は平成21年４月１日付で、㈱京急ショッピングセンターと合併しております。 

２ ※２は平成20年４月22日付で、新会社の㈱京急パシフィックホテルズを設立しております。 
３ ※３は平成20年10月１日付で、ユニオネックス㈱を子会社化しております。 
４ 上記事業区分の会社数には、当社および京急開発㈱が重複して含まれております。 

２．企業集団の状況

(1) 交通事業(18社)
事業の内容 主要な会社名

鉄道事業 当社、㈱京急ステーションサービス、京急鉄道施設㈱

乗合・貸切自動車事業 京浜急行バス㈱、川崎鶴見臨港バス㈱、羽田京急バス㈱、東洋観光㈱、臨港グリ
ーンバス㈱

タクシー事業 京急交通㈱、京急横浜自動車㈱
その他8社

(2) 不動産事業(６社)
事業の内容 主要な会社名

不動産販売業 当社、京急不動産㈱
不動産賃貸業 当社、京急不動産㈱、京急新橋地下駐車場㈱※１、京急開発㈱ 

その他２社

(3) レジャー・サービス事業(26社)
事業の内容 主要な会社名

旅行業 京急観光㈱
ホテル・旅館・飲食業 当社、㈱京急パシフィックホテルズ※２、㈱ホテル京急、㈱ホテルグランパシフ

ィック、京急開発㈱
レジャー施設・ゴルフ場業 当社、京急開発㈱、㈱市原京急カントリークラブ、㈱葉山マリーナー
水族館・遊園地業 当社、㈱京急油壺マリンパーク
広告代理業 ㈱京急アドエンタープライズ 

その他16社

(4) 流通事業(14社)
事業の内容 主要な会社名

百貨店業 ㈱京急百貨店
ストア業 ㈱京急ストア、ユニオネックス㈱※３
ショッピングセンターの経営 ㈱京急ショッピングセンター
物品販売業 ㈱京急ステーションコマース、㈱京急ハウツ 

その他８社

(5) その他事業(19社)
事業の内容 主要な会社名

建設・土木・造園業 京急建設㈱
輸送用機器修理業 ㈱京急ファインテック
電気設備工事業 京急電機㈱
ビル管理業 京急サービス㈱
情報処理業 ㈱京急システム
自動車教習所業 ㈱京急自動車学校、㈱鴨居自動車学校 

その他12社
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以上の企業集団の状況について、事業系統図を示すと次のとおりであります。 
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当社グループは、「都市生活を支える事業を通して、新しい価値を創造し、社会の発展に貢献す

る」ことを経営理念として、鉄道、バスなどの交通事業を中心に、不動産、ホテル、レジャー、流通

などの事業を展開し、良質なサービスと商品の提供を行っております。これらの事業を通して、「地

域密着・生活直結」型企業集団として当社線沿線を中心にグループ経営を発展・強化し、企業価値の

最大化を目指してまいります。 

当社グループは、基幹事業である交通事業の安全確保はもちろん、グループすべてのサービスと商

品を安心してご利用いただくために、安全のための取り組みや人材の育成に努め、安全対策投資等を

継続的に実施してまいります。  

 また、当社グループの重要な戦略拠点である品川、羽田空港、川崎、横浜、三浦半島地区におい

て，新規事業の推進や既存事業の営業強化を図るなど、沿線価値のさらなる向上に努めてまいりま

す。  

 さらに、コンプライアンスを重視するとともに、地域社会への貢献、環境対策、バリアフリー対策

など、社会的課題につきましても積極的に取り組んでまいります。 

 このほか、経営環境の変化にあわせて、事業や組織の見直し、経営資源の有効活用、資産効率の最

大化を進め、経営基盤の充実を図るとともに、グループ内の人事交流を進めるなど、グループ経営の

効率化を図ってまいります。  

 当社グループは、長期的な視野で、業績の向上とともに、フリー・キャッシュ・フローの増大、有

利子負債の削減等、財務体質の強化を推進してまいります。 

 昨年秋以降の世界的な景気の落ち込みにより、企業を取り巻く経営環境は激変しております。当

社グループの各事業におきましても、底が見えない景気悪化の影響による業績のさらなる下振れも

懸念されます。こうした経済状況は、当面の間続くことが予想されますので、今後は、当社グルー

プの各事業において、さらに事業計画を見直し、直面する課題を洗い出し、改めて選択と集中に取

り組み、効率化を図るなど、危機に柔軟に対応できる企業体質への変革を推進してまいります。 

 当社グループは、すべての事業で安全・安心を最優先し、その確保に全力を傾けるとともに、さ

らなる安全管理体制の強化を図ってまいります。鉄道事業では、鉄道安全管理規程に定めた安全方

針等により、安全意識の徹底を図るとともに、橋梁改良、トンネル補修、法面防護などによる耐震

や防災などの安全対策工事を推進するほか、車両の新造、更新等においても安全性の向上に留意

し、安全輸送の確保および旅客サービスの向上に努めてまいります。また、踏切除去による安全性

の向上や交通渋滞の解消を図るため、京急蒲田駅付近の連続立体交差化工事および大師線の地下化

工事につきましても、計画どおりの完成を目指し、鋭意推進してまいります。 

 当社グループは、鉄道のほか、バス、タクシー、ホテル、レジャー、流通など、日々多くのお客

さまをお迎えしておりますので、安全・安心なサービス・商品の提供を最優先してまいります。 

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および目標とする経営指標

（3）会社の対処すべき課題

イ．経済危機に対応した経営の変革

ロ．安全・安心なサービス・商品の提供 
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 交通事業のうち鉄道事業は、安全・安定運行に努めるとともに、運行形態など戦略的なダイヤ編

成を行うことで、通勤・通学あるいはショッピング・レジャー等の通常輸送はもちろんのこと、羽

田空港へのアクセスなどの利便性の向上を図ってまいります。乗合・貸切自動車事業では、羽田空

港アクセスや東京湾アクアライン輸送などの新規路線の開拓やダイヤ改正を行うなど、旅客サービ

スの向上に努め、収益基盤の強化に取り組んでまいります。  

 不動産事業では、市況低迷の長期化が懸念されるなか、当社沿線を中心に、金沢能見台や湘南佐

島なぎさの丘、三戸・小網代などをはじめとした保有資産等の開発により、新時代のライフスタイ

ルを発信できる住環境を創出するとともに、横須賀リサーチパーク(ＹＲＰ)のさらなる発展に努め

てまいります。また、沿線各地区の賃貸施設のリニューアルおよび新規展開等により、魅力あるテ

ナントの誘致を図ってまいります。  

 レジャー・サービス事業では、立地特性を活かしたシティホテル、リゾートホテルおよびレジャ

ー施設などによる営業展開を進め、収益力の強化、新たな顧客層の獲得に努めてまいります。シテ

ィホテルでは、都内における競争の激化などを総合的に勘案し、平成22年９月末日をもって、ホテ

ルパシフィック東京の営業を休止いたします。今後は、羽田空港国際化等に対応するため、シティ

ホテル事業における経営資源をホテル グランパシフィック ＬＥ ＤＡＩＢＡへ集中してまいりま

す。 

 流通事業では、所得の伸び悩みや雇用情勢の急速な悪化などにより消費マインドが収縮してお

り、厳しい収益環境となりましたが、百貨店、ストア、ショッピングセンターなどで、沿線を中心

としたお客さまの多様なニーズに対応するため、品揃えの充実や品質の向上を図り、売場改装を随

時行うなど、魅力度を高めてまいります。さらに、「駅ナカ」や高架下などの資産を有効に活用し

た事業につきましても、積極的に展開してまいります。  

 このほか、ＩＣカード乗車券「ＰＡＳＭＯ」と京急カードとの連携サービスや、ＰＡＳＭＯ電子

マネーの利用拡大を図ることにより、お客さまの利便性を高め、新たな価値を創造してまいりま

す。  

 また、品川駅周辺地区については、将来的には大きな発展が予想されますので、この地区に資産

を保有する当社は、行政や周辺地権者と協力して再開発計画に参画し、資産価値の最大化を図り、

安定的な収益基盤の確立を目指してまいります。 

 平成22年の本格的な国際化を視野に、当社グループは、羽田空港を中心とした事業展開を行って

まいります。  

 京急蒲田駅付近の連続立体交差化工事の進捗に合わせて、鉄道のダイヤ改正を進めるほか、国際

線新旅客ターミナルビルに直結する新駅の建設およびバス路線の新設・拡充を図り、空港アクセス

の向上および輸送力の増強を図ってまいります。連続立体交差化工事により、京急蒲田駅など対象

区間の各駅は、大規模な駅改良が行われ、このうち京急蒲田駅は、複層の高架構造となることか

ら、乗り換えの円滑化、列車の増発など、さらなる利便性の向上を図ります。  

 また、羽田空港利用顧客をターゲットとした宿泊プランの開発など、シティホテルの販売力を強

化するとともに、当社や乗り入れ路線の沿線を中心に、宿泊に特化したビジネスホテル「京急ＥＸ

イン」を今後も展開し、収益力の強化に努めてまいります。  

 さらに、国際線新旅客ターミナルビルにおけるＰＦＩ方式の事業への参加などを新たなビジネス

ハ．沿線価値の向上

二．羽田空港を中心とした事業展開
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チャンスととらえ、グループ全体での営業基盤の強化を目指してまいります。 

 当社グループは、今後も、コンプライアンスを重視した経営、環境対策、地域社会への貢献など

に取り組んでまいります。  

 内部統制体制といたしましては、グループ全体で法令順守の理念の実現に向け、コンプライアン

ス規程に基づき、コンプライアンス体制の構築・強化を図ることなどにより、業務の適正性を確保

するほか、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応も、鋭意推進しております。  

 また、コーポレート・ガバナンス体制につきましては、引き続き公正で透明性が高いグループ経

営に取り組むほか、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制を強化してまいります。  

 さらに、環境負荷に配慮した鉄道車両やバス車両の導入など、様々な環境対策に取り組むととも

に、バリアフリー化の推進、障がい者の雇用促進、沿線観光資源の積極的なＰＲなど、地域社会へ

も貢献してまいります。  

  

 当社グループは、これらの課題への取り組みを通して、地域に根ざした企業として都市生活を支

え、社会の発展に貢献するとともに、企業価値の最大化に努めてまいります。 

ホ．企業の社会的責任に対する取り組み
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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 51,145 42,630 
受取手形及び売掛金 14,584 12,042 
たな卸資産 89,820 
商品及び製品 2,806 
分譲土地建物 93,745 
仕掛品 2,577 
原材料及び貯蔵品 607 
繰延税金資産 5,008 4,247 
その他 6,562 11,731 
貸倒引当金 △149 △148 
流動資産合計 166,972 170,240 

固定資産 
有形固定資産 
建物及び構築物（純額） 281,369 278,396 
機械装置及び運搬具（純額） 42,207 41,340 
土地 140,807 140,437 
建設仮勘定 158,589 194,036 
その他（純額） 8,348 8,118 
有形固定資産合計 631,322 662,329 

無形固定資産 
のれん 2,704 6,594 
その他 5,229 5,815 
無形固定資産合計 7,934 12,409 

投資その他の資産 
投資有価証券 39,561 34,787 
長期貸付金 2,453 2,773 
繰延税金資産 10,247 9,270 
その他 21,492 24,787 
貸倒引当金 △610 △492 
投資その他の資産合計 73,143 71,126 

固定資産合計 712,400 745,865 
資産合計 879,372 916,106 
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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 56,458 53,820 
短期借入金 115,652 129,058 
コマーシャル・ペーパー 30,000 25,000 
1年内償還予定の社債 51,946 202 
未払法人税等 7,728 2,697 
繰延税金負債 205 205 
前受金 6,131 4,778 
賞与引当金 1,369 1,358 
役員賞与引当金 128 144 
その他の引当金 747 568 
その他 27,386 28,008 
流動負債合計 297,754 245,843 

固定負債 
社債 80,000 80,970 
長期借入金 214,233 263,654 
繰延税金負債 191 223 
退職給付引当金 8,912 6,279 
役員退職慰労引当金 587 712 
長期前受工事負担金 90,011 111,606 
その他 30,171 29,752 
固定負債合計 424,109 493,199 

負債合計 721,864 739,043 
純資産の部 
株主資本 
資本金 39,464 43,738 
資本剰余金 42,009 44,158 
利益剰余金 85,134 88,862 
自己株式 △13,755 △2 
株主資本合計 152,851 176,756 

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 4,217 △159 
評価・換算差額等合計 4,217 △159 

少数株主持分 438 466 
純資産合計 157,508 177,063 

負債純資産合計 879,372 916,106 
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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 314,335 317,875 
営業費 
運輸業等営業費及び売上原価 253,071 255,715 
販売費及び一般管理費 29,111 32,781 
営業費合計 282,183 288,497 

営業利益 32,152 29,377 
営業外収益 
受取利息 120 125 
受取配当金 455 435 
持分法による投資利益 74 77 
その他 1,776 1,505 
営業外収益合計 2,426 2,143 

営業外費用 
支払利息 8,283 8,560 
その他 1,465 1,189 
営業外費用合計 9,749 9,749 

経常利益 24,829 21,772 
特別利益 
工事負担金等受入額 1,142 2,458 
退職給付信託設定益 1,013 1,051 
リース会計基準の適用に伴う影響額 630 
特別利益合計 2,156 4,140 

特別損失 
減損損失 148 6,026 
固定資産圧縮損 1,142 2,458 
固定資産除却損 506 836 
その他の引当金繰入額 837 0 
投資有価証券評価損 541 0 
特別損失合計 3,176 9,321 

税金等調整前当期純利益 23,810 16,591 
法人税、住民税及び事業税 9,693 4,778 
法人税等調整額 673 4,682 
法人税等合計 10,366 9,461 
少数株主利益 34 29 
当期純利益 13,408 7,101 
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(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 39,464 39,464 
当期変動額 
新株の発行 0 4,274 
当期変動額合計 0 4,274 

当期末残高 39,464 43,738 
資本剰余金 
前期末残高 42,013 42,009 
当期変動額 
新株の発行 0 4,274 
自己株式の処分 △4 △2,125 
当期変動額合計 △4 2,148 

当期末残高 42,009 44,158 
利益剰余金 
前期末残高 74,902 85,134 
当期変動額 
剰余金の配当 △3,171 △3,372 
当期純利益 13,408 7,101 
持分法の適用範囲の変動 △6 0 
当期変動額合計 10,231 3,728 

当期末残高 85,134 88,862 
自己株式 
前期末残高 △3,879 △13,755 
当期変動額 
自己株式の取得 △10,031 △151 
自己株式の処分 156 13,903 
当期変動額合計 △9,875 13,752 

当期末残高 △13,755 △2 
株主資本合計 
前期末残高 152,500 152,851 
当期変動額 
新株の発行 0 8,548 
剰余金の配当 △3,171 △3,372 
当期純利益 13,408 7,101 
自己株式の取得 △10,031 △151 
自己株式の処分 151 11,778 
持分法の適用範囲の変動 △6 0 
当期変動額合計 351 23,904 

当期末残高 152,851 176,756 
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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 9,710 4,217 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,493 △4,377 
当期変動額合計 △5,493 △4,377 
当期末残高 4,217 △159 

少数株主持分 
前期末残高 404 438 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34 27 
当期変動額合計 34 27 

当期末残高 438 466 
純資産合計 
前期末残高 162,616 157,508 
当期変動額 
新株の発行 0 8,548 
剰余金の配当 △3,171 △3,372 
当期純利益 13,408 7,101 
自己株式の取得 △10,031 △151 
自己株式の処分 151 11,778 
持分法の適用範囲の変動 △6 0 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,458 △4,349 
当期変動額合計 △5,107 19,554 

当期末残高 157,508 177,063 
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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 23,810 16,591 
減価償却費 30,312 31,295 
減損損失 148 6,026 
有形固定資産除却損 2,161 2,662 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 △123 
賞与引当金の増減額（△は減少） 59 △66 
未払賞与の増減額（△は減少） 43 △220 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17 15 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 240 375 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △67 124 
その他の引当金の増減額（△は減少） 747 △179 
受取利息及び受取配当金 △576 △561 
支払利息 8,283 8,560 
持分法による投資損益（△は益） △74 △77 
退職給付信託設定損益（△は益） △1,013 △1,051 
投資有価証券売却損益（△は益） △184 △14 
投資有価証券評価損益（△は益） 541 81 
工事負担金等受入額 △1,142 △2,458 
固定資産圧縮損 1,142 2,458 
リース会計基準の適用に伴う影響額 △630 
売上債権の増減額（△は増加） 6,532 2,534 
たな卸資産の増減額（△は増加） 3,362 △9,457 
仕入債務の増減額（△は減少） △6,698 △3,165 
未収消費税等の増減額（△は増加） 0 1,732 
未払消費税等の増減額（△は減少） △2,806 △42 
前受金の増減額（△は減少） △557 △1,426 
その他 62 △789 
小計 64,281 52,193 
利息及び配当金の受取額 578 564 
利息の支払額 △8,300 △8,509 
法人税等の支払額 △5,457 △9,936 
営業活動によるキャッシュ・フロー 51,102 34,311 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
定期預金の払戻による収入 13 90 
有価証券の売却及び償還による収入 14 27 
投資有価証券の取得による支出 △9,868 △4,521 
投資有価証券の売却による収入 1,194 18 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 △4,301 

有形固定資産の取得による支出 △66,028 △71,971 
有形固定資産の売却による収入 401 494 
無形固定資産の取得による支出 △1,330 △1,634 
長期貸付けによる支出 0 △224 
長期貸付金の回収による収入 178 370 
工事負担金等受入による収入 23,126 26,669 
その他 △746 △307 
投資活動によるキャッシュ・フロー △53,045 △55,290 
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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） 3,959 7,109 
長期借入れによる収入 18,541 81,415 
長期借入金の返済による支出 △34,883 △30,266 
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △5,000 △5,000 
社債の発行による収入 29,828 0 
社債の償還による支出 0 △31,774 
転換社債償還に伴う支払基金 △5,630 
自己株式の取得による支出 △9,950 0 
配当金の支払額 △3,171 △3,372 
その他 △19 △79 
財務活動によるキャッシュ・フロー △696 12,401 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,639 △8,577 
現金及び現金同等物の期首残高 53,687 51,048 
現金及び現金同等物の期末残高 51,048 42,470 
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【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】

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
  連結子会社は76社で、㈱京急百貨店、㈱ホテル京
急、京浜急行バス㈱、京急開発㈱、京急不動産㈱ほか
71社であります。

  当社では、連結情報開示を充実させるため、全ての
子会社を連結の範囲に含めております。当連結会計年
度においては、平成19年７月２日付で設立した㈱京急
イーエックスインを新たに連結の範囲に含めておりま
す。
  また、京急管財㈱は、平成19年４月１日付で㈱京急
ファシリティに、㈱楼蘭は、平成19年５月１日付で㈱
ホテル京急にそれぞれ吸収合併されております。 
 なお、㈱京急ファシリティは、平成19年４月１日付
で㈱京急ビルマネジメントに、㈱京急ライフクリエイ
トは、平成19年４月１日付で㈱京急保険サービスに、
臨港トラベルサービス㈱は、平成19年10月１日付で臨
港コミュニティ㈱にそれぞれ商号を変更しておりま
す。

１ 連結の範囲に関する事項
  連結子会社は75社で、京浜急行バス㈱、川崎鶴見臨
港バス㈱、京急不動産㈱、㈱京急パシフィックホテル
ズ、京急開発㈱、㈱京急百貨店、㈱京急ストアほか68
社であります。
  当社では、全ての子会社を連結の範囲に含めており
ます。当連結会計年度においては、平成20年４月22日
付で設立した㈱京急パシフィックホテルズ、平成20年
10月１日付で全株式を取得したユニオネックス㈱を新
たに連結の範囲に含めております。
  また、㈱京急トラフィックサービスは、平成20年４
月１日付で京急横浜自動車㈱に、京急フレッシャーズ
㈱は、平成20年４月１日付で京急フードサービス㈱に
それぞれ吸収合併されております。
  さらに、連結子会社であった㈲京急文庫サービス
は、平成20年５月29日付で清算結了となったため、連
結の範囲から除外しております。  
 なお、㈲京急ファインサービスは、平成20年６月５
日付で㈱京急ファインサービス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
  持分法適用の関連会社は３社で、㈱ルミネウィング
ほか２社であります。
  当社では、連結情報開示を充実させるため、全ての
関連会社に持分法を適用しております。 
 当連結会計年度においては、平成19年４月１日付で
保有株式の一部を売却した横浜アールエス㈱を持分法
適用の関連会社から除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項
  持分法適用の関連会社は３社で、㈱ルミネウィング
ほか２社であります。
  当連結会計年度において、追浜駅前ビル㈱が新たに
関連会社となりましたが、当期純損益（持分に見合う
額）および利益剰余金（持分に見合う額）等に重要な
影響を及ぼさないため、持分法の適用範囲から除外し
ております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
  連結子会社のうち、㈱京急エルベフーズ、㈱京急ス
テーションアシスト、㈱京急マリーンフーズの決算日
は12月31日、㈱京急ストア、㈱京急システムの決算日
は１月31日、㈱京急百貨店、㈱京急ステーションコマ
ース、㈱京急友の会、㈱京急ビルテック、㈱京急フレ
ッシュワン、㈱京急ウィズの決算日は２月29日であり
ます。 
 また、㈱京急ビルマネジメントは２月29日から３月
31日へ決算日を変更しております。 
 連結財務諸表作成にあたっては、当該決算日現在の
財務諸表を使用しております。
  なお、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行っております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
  連結子会社のうち、㈱京急エルベフーズ、㈱京急ス
テーションアシスト、㈱京急マリーンフーズの決算日
は12月31日、㈱京急ストア、㈱京急システムの決算日
は１月31日、㈱京急百貨店、㈱京急ステーションコマ
ース、㈱京急友の会、㈱京急ビルテック、㈱京急フレ
ッシュワン、㈱京急ウィズ、ユニオネックス㈱の決算
日は２月28日であります。  
 連結財務諸表作成にあたっては、当該決算日現在の
財務諸表を使用しております。
  なお、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行っております。 
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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

４ 会計処理基準に関する事項
 イ 重要な資産の評価基準及び評価方法
  Ａ 有価証券
    満期保有目的の債券
     償却原価法(利息法)
    その他有価証券
     時価のあるもの
      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して
おります。)

４ 会計処理基準に関する事項
 イ 重要な資産の評価基準及び評価方法
  Ａ 有価証券
    満期保有目的の債券

同左
    その他有価証券
     時価のあるもの
            同左

     時価のないもの
      移動平均法による原価法

     時価のないもの
            同左

  Ｂ たな卸資産 
分譲土地建物     
個別法による原価法

未成工事支出金
個別法による原価法

その他
主として売価還元法による原価法

  Ｂ たな卸資産 
分譲土地建物
個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）

未成工事支出金
個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）

その他
主として売価還元法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）

  （会計方針の変更）
 当連結会計年度から「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）が適用されたことに伴い、主として
個別法による原価法（貸借対照表価額については
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。  
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響額は軽
微であります。

 ロ 重要な減価償却資産の減価償却の方法  ロ 重要な減価償却資産の減価償却の方法

 

 

  Ａ 有形固定資産
    当社 定率法
    ただし、鉄道事業固定資産の構築物の一部(取

替資産)については、取替法を採用しておりま
す。

    また、付帯事業固定資産のうち、上大岡京急ビ
ルについては、定額法を採用しております。
連結子会社 建物 主として定額法

建物以外 主として定率法
    なお、当社および連結子会社は、平成10年４月

１日以降に取得した建物(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。
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    ３～65年
 機械装置及び運搬具    ３～20年

  Ａ 有形固定資産（リース資産を除く）
同左

 

  （会計方針の変更）
    当連結会計年度から、法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産に
ついて、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。当該変更に伴う損益に与
える影響額は軽微であります。

  （追加情報）
    当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産のうち、償却可能額までの
償却が終了しているものについては、残存簿価を
５年間で均等償却しております。当該変更に伴う
損益に与える影響額は軽微であります。

  （追加情報）
    当社および連結子会社の機械装置等の耐用年数

については、法人税法の改正を契機として見直し
を行い、当連結会計年度から変更しております。  
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響額は軽
微であります。
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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

  Ｂ 無形固定資産
    定額法
    なお、自社利用のソフトウェアの減価償却方法

は、定額法を採用しており、耐用年数は見込利用
可能期間に基づき５年としております。

――――

  Ｂ 無形固定資産（リース資産を除く）
同左

  Ｃ 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。 
 また、借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、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。

 ハ 鉄道事業における工事負担金等の会計処理
    当社では、鉄道事業における連続立体交差等の

高架化工事や地下化工事等を行うにあたり、地方
公共団体等から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
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工事負担金受入
額圧縮損として特別損失に計上しております。

 ハ 鉄道事業における工事負担金等の会計処理
    当社では、鉄道事業における連続立体交差等の

高架化工事や地下化工事等を行うにあたり、地方
公共団体等から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。
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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

 ニ 重要な引当金の計上基準
  Ａ 貸倒引当金
    債権の貸倒れ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、貸倒見積額を計上しております。

 ニ 重要な引当金の計上基準
  Ａ 貸倒引当金

同左

  Ｂ 賞与引当金
    連結子会社は主として、従業員の賞与の支給に

充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。

  Ｂ 賞与引当金
同左

  Ｃ 役員賞与引当金
    役員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

  Ｃ 役員賞与引当金
同左

  Ｄ バスカード未利用額引当金
    発券時に収益認識したバスカードの将来の利用

に備えるため、バスカードの未使用額のうち将来
の利用見込額を計上しております。

  （会計方針の変更）
    一部の連結子会社が発行しているバスカードに

ついては、従来から、回数券と同様に発券時に収
益を認識しておりますが、当連結会計年度におい
て、利用時に収益認識をするＩＣカード乗車券
「ＰＡＳＭＯ」の導入をはじめ、「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」（監査・保証実務委員会 平成19年４月13日 
委員会報告第42号）が公表されたことを契機に、
発券時に収益認識したバスカードの将来の利用に
備えるため、バスカードの未使用額のうち将来の
利用見込額を引当金計上することといたしまし
た。

    この結果、従来の方法に比べて営業利益および
経常利益が89百万円増加し、税金等調整前当期純
利益が747百万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、当該箇
所に記載しております。

  Ｄ その他の引当金
バスカード未利用額引当金

    発券時に収益認識したバスカードの将来の利用
に備えるため、バスカードの未使用額のうち将来
の利用見込額を計上しております。

  （表示方法の変更）
    前連結会計年度において「バスカード未利用額

引当金」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮ
ＥＴへのＸＢＲＬ導入を契機に、当連結会計年度
から「その他の引当金」として表示しておりま
す。

   
    

  Ｅ 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および年金資産の見込
額に基づき計上しております。

    また、会計基準変更時差異については、15年に
よる按分額を費用計上しております。

    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(主として15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(主として15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
しております。

  Ｅ 退職給付引当金
同左

 Ｆ 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

  Ｆ 役員退職慰労引当金 
             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

 ホ 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。

―――――

――――  ホ 収益および費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
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。

 ヘ 重要なヘッジ会計の方法
    当社では、金利スワップおよび金利キャップに

ついて特例処理を適用しております。

 ヘ 重要なヘッジ会計の方法
 当社では、金利スワップについて特例処理を適
用しております。

 ト その他連結財務諸表作成のための重要な事項
   消費税等の会計処理
    消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっております。

 ト その他連結財務諸表作成のための重要な事項
   消費税等の会計処理

同左

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。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
同左

６ のれんおよび負ののれんの償却に関する事項
  のれんおよび負ののれんの償却については、５年間
で均等償却しております。

６ のれんおよび負ののれんの償却に関する事項
  のれんおよび負ののれんの償却については、その投
資効果の発現する期間（５～20年）を合理的に見積
り、均等償却しております。

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
預金およ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
以内に償還期限の到来する短期投資からなっておりま
す。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
同左
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（会計方針の変更） 
  

 

【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】

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の適用
 当連結会計年度から「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））および「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よ
っております。  
 また、借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、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採
用しております。  
 この結果、従来の方法に比べて、営業利益および経常
利益が66百万円増加し、税金等調整前当期純利益が697
百万円増加しております。  
 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。
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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）
 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2,342百万円、82,654百万円、4,245百万円、577
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

 
 １  
 

有形固定資産 
減価償却累計額 477,540百万円

  
 １  
 

有形固定資産 
減価償却累計額 500,651百万円

 

 

 

 ２ 担保に供している資産及び債務額は次のとおりで
あります。

  (1) 担保資産
百万円

建物及び構築物 156,557
機械装置及び 
運搬具 32,231

土地 58,917
その他の 
有形固定資産 2,339

合計 250,046

 
  (2) 担保権設定の原因債務

百万円
長期借入金 121,063

  (１年以内返済予定額11,591百万円を含んでおりま
す。)
 なお、宅地建物取引業法に基づき有価証券および
投資有価証券79百万円、前払式証票の規制等に関す
る法律に基づき有価証券および投資有価証券56百万
円を供託等しております。

 

 

 ２ 担保に供している資産及び債務額は次のとおりで
あります。

  (1) 担保資産
百万円

建物及び構築物 154,910
機械装置及び 
運搬具 32,178

土地 62,052
その他の 
有形固定資産 2,338

投資その他の 
資産 370

合計 251,851
 
  (2) 担保権設定の原因債務

百万円
長期借入金 126,987

  (１年以内返済予定額12,299百万円を含んでおりま
す。)
 なお、宅地建物取引業法に基づき投資有価証券80
百万円、前払式証票の規制等に関する法律に基づき
投資有価証券51百万円を供託等しております。

 

 ３ 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

123,299百万円
うち、鉄道事業における工事 
負担金等累計額 122,209百万円

 

 ３ 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

125,235百万円
うち、鉄道事業における工事 
負担金等累計額 123,963百万円

 ４ 偶発債務  ４ 偶発債務

 

  (1) 借入金保証

区分 金額 
(百万円)

東京私鉄自動車協同組合 10
  

  (1) 借入金保証

区分 金額 
(百万円)

東京私鉄自動車協同組合 10
 

 

  (2) その他の保証

区分 金額 
(百万円)

提携ゴルフローン 53
提携住宅短期ローン 22

合計 75
  

  (2) その他の保証

区分 金額 
(百万円)

提携ゴルフローン 22
提携住宅短期ローン 555

合計 578
 

 

 ５ のれんおよび負ののれんの表示
   のれんおよび負ののれんは、相殺表示しておりま
す。相殺前の金額は次のとおりであります。
のれん 3,374百万円
負ののれん 669百万円
差引 2,704百万円

  

 ５ のれんおよび負ののれんの表示
   のれんおよび負ののれんは、相殺表示しておりま
す。相殺前の金額は次のとおりであります。
のれん 6,997百万円
負ののれん 403百万円
差引 6,594百万円
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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 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであり
ます。
(1) 人件費 14,243百万円
(2) 経費 10,247百万円
(3) 諸税 1,678百万円
(4) 減価償却費 2,399百万円
(5) のれん償却額 542百万円
  合計 29,111百万円  

 １ 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであり
ます。
(1) 人件費 15,688百万円
(2) 経費 11,742百万円
(3) 諸税 1,724百万円
(4) 減価償却費 2,984百万円
(5) のれん償却額 640百万円
  合計 32,781百万円

 

 ２ 引当金繰入額は次のとおりであります。
(1) 賞与引当金繰入額 1,369百万円
(2) 役員賞与引当金繰入額 128百万円
(3) 退職給付費用 2,422百万円
(4) 役員退職慰労引当金繰入額 267百万円  

 ２ 引当金繰入額は次のとおりであります。
(1) 賞与引当金繰入額 1,358百万円
(2) 役員賞与引当金繰入額 144百万円
(3) 退職給付費用 3,144百万円
(4) 役員退職慰労引当金繰入額 157百万円

 

 

 ３ 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資産

用 途 種 類 場 所

賃貸資産（１件） 土地・ 
建物 神奈川県川崎市

(2) 減損損失の認識に至った経緯
当初想定していた収益が見込めなくなったた
め、減損損失を認識いたしました。

(3) 減損損失の金額
建物及び構築物 75 百万円
土     地 72 百万円
合     計 148 百万円

(4) 資産のグルーピングの方法
管理会計上の事業毎または物件・店舗毎に資産
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
回収可能価額は、正味売却価額により測定し、
不動産鑑定評価等により算定しております。

 

 

 ３ 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資産

用 途 種 類 場 所

ゴルフ場資産 
（１件）

土地・建物 
および 
構築物等

長野県長野市

その他事業資産
（１件）

機械装置等 神奈川県三浦市

(2) 減損損失の認識に至った経緯
 固定資産の帳簿価額に対して著しく時価が下落
したことおよび連結子会社の事業終了等により、
減損損失を認識いたしました。
(3) 減損損失の金額

土     地 3,383 百万円
建物及び構築物 2,253 百万円
そ  の  他 389 百万円
合     計 6,026 百万円

(4) 資産のグルーピングの方法
管理会計上の事業毎または物件・店舗毎に資産
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
 回収可能価額は、使用価値により測定してお
り、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。
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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 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 
  
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 

   
 （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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

普通株式 537,413,854 0 0 537,413,854

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

普通株式 6,135,260 13,317,399 233,207 19,219,452

増加数の内訳は、次のとおりであります。
 株式の取得による増加 13,210,000株
 単元未満株式の買取りによる増加 107,399株
減少数の内訳は、次のとおりであります。
 転換社債の転換に伴う交付による減少 148,509株
 単元未満株式の売渡請求による減少 84,698株

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 1,859 3.5 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 1,312 2.5 平成19年９月30日 平成19年12月５日

決議 株式の種類 配当の原資 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 利益剰余金 1,813 3.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

京浜急行電鉄㈱（9006）　平成21年３月期決算短信

― 30 ―



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 

 
（変動事由の概要） 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 
  
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 

   
 （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 

次のとおり決議を予定しております。 

 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

普通株式 537,413,854 14,107,240 0 551,521,094

増加数の内訳は、次のとおりであります。
 転換社債の転換に伴う新株の発行 14,107,240株

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

普通株式 19,219,452 207,024 19,422,671 3,805

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 207,024株
減少数の内訳は、次のとおりであります。
 転換社債の転換に伴う交付による減少 19,318,389株
 単元未満株式の売渡請求による減少 104,282株

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 1,813 3.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月12日 
取締役会 普通株式 1,559 3.0 平成20年９月30日 平成20年12月３日

決議 株式の種類 配当の原資 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21年６月26日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 1,654 3.0 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
現金及び預金勘定 51,145百万円
預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 △97百万円

現金及び現金同等物 51,048百万円

――――
 

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
現金及び預金勘定 42,630百万円
預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 △160百万円

現金及び現金同等物 42,470百万円

２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社  
 の資産及び負債の主な内訳
ユニオネックス㈱
流動資産             2,082百万円
固定資産             6,486百万円
流動負債             4,151百万円
固定負債             4,030百万円
 なお、株式の取得に要した現金及び現金同等物か
ら上記流動資産に含まれる現金及び現金同等物を控
除した4,301百万円を「連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支出」として表示しておりま
す。

 

２ 重要な非資金取引の内容
  転換社債の転換

転換社債の転換による 
自己株式充当額 90百万円

転換による転換社債減少額 90百万円

 

 

３ 重要な非資金取引の内容
   転換社債の転換

転換社債の転換による 
資本金増加額 4,274百万円

転換社債の転換による 
資本剰余金増加額 4,274百万円

転換社債の転換による 
自己株式充当額 11,707百万円

転換による転換社債減少額 20,256百万円
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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) 
  

 
(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 
 交通事業 ……………………… 鉄道、乗合・貸切自動車、タクシー等の営業を行っております。 
 不動産事業 …………………… 土地・建物の販売、土地・建物の賃貸を行っております。 
 レジャー・サービス事業 …… ホテル・旅館、レジャー施設、ゴルフ場、飲食店、水族館等の営業を行っ

ております。 
 流通事業 ……………………… 百貨店業、ストア業を中心に商品の販売を行っております。 
 その他事業 …………………… 建設・土木・電気設備の工事、輸送用機器の修理・改造、ビル管理業務お

よび自動車教習所等の経営を行っております。 

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

交通事業 
(百万円)

不動産 
事業 
(百万円)

レジャー 
・サービス 
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 営業収益および 
  営業損益

  営業収益

  (1) 外部顧客に対する  
    営業収益 115,977 35,738 47,390 92,188 23,040 314,335 0 314,335

  (2) セグメント間の内 
    部営業収益または 
    振替高

2,230 6,321 4,227 2,718 40,336 55,834 (55,834) 0

計 118,208 42,059 51,618 94,907 63,376 370,170 (55,834) 314,335

  営業費 100,908 35,531 49,930 93,140 58,860 338,371 (56,187) 282,183

  営業利益 17,299 6,527 1,687 1,766 4,516 31,798 353 32,152

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失および 
  資本的支出

  資産 440,796 188,699 122,216 33,939 36,440 822,093 57,279 879,372

  減価償却費 19,683 3,636 4,930 1,405 655 30,312 0 30,312

  減損損失 0 148 0 0 0 148 0 148

  資本的支出 57,926 7,236 3,752 1,047 379 70,342 0 70,342

交通事業 
(百万円)

不動産 
事業 
(百万円)

レジャー 
・サービス 
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 115,976 29,349 45,185 101,378 25,986 317,875 0 317,875

  (2) セグメント間の内 
    部営業収益または 
    振替高

2,143 6,484 3,827 2,034 42,175 56,666 (56,666) 0

計 118,119 35,834 49,012 103,412 68,161 374,541 (56,666) 317,875

  営業費 100,894 29,871 48,464 102,407 63,824 345,462 (56,965) 288,497

  営業利益 17,225 5,962 547 1,005 4,336 29,078 299 29,377

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び 
  資本的支出

  資産 477,445 199,826 110,026 47,367 34,306 868,971 47,134 916,106

  減価償却費 20,228 4,119 4,745 1,586 615 31,295 0 31,295

  減損損失 0 0 5,445 0 581 6,026 0 6,026

  資本的支出 58,799 5,394 3,920 1,246 464 69,825 0 69,825

京浜急行電鉄㈱（9006）　平成21年３月期決算短信

― 33 ―



３ 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 会計方針の変更 
  (前連結会計年度） 
 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、
発券時に収益認識したバスカードの将来の利用に備えるため、バスカードの未使用額のうち将来の利用見込
額を引当金に計上しております。 
 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収益は、交通事業が89百万
円増加し、営業利益が同額増加しております。 

 (当連結会計年度) 
 「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」の「会計方針の変更」に記載のとおり、所有
権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており
ます。 
  また、借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、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 この変更に伴い、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は、不動産事業が66百万
円減少し、営業利益が同額増加しております。 

５ 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79,705百万円、当連結会計年度
69,843百万円であり、その主なものは、親会社の現金及び預金、投資有価証券等であります。 

  

 前連結会計年度および当連結会計年度については、本国以外の国、または地域に所在する連結子

会社ならびに在外支店はありません。 

 前連結会計年度および当連結会計年度については、海外売上高はないため記載しておりません。 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

京浜急行電鉄㈱（9006）　平成21年３月期決算短信

― 34 ―



 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

   
２ １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

該当事項はありません。 

リース取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付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)

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 303.11円 １株当たり純資産額 320.20円

１株当たり当期純利益 25.55円 １株当たり当期純利益 13.54円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 24.18円 潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 12.97円

項目 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

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 157,508百万円 177,063百万円

普通株式に係る純資産額 157,069百万円 176,596百万円

差額の主な内訳 
 少数株主持分

 
438百万円

 
466百万円

普通株式の発行済株式数 537,413,854株 551,521,094株

普通株式の自己株式数 19,219,452株 3,805株

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数 518,194,402株 551,517,289株

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

 当期純利益 13,408百万円 7,101百万円

 普通株主に帰属しない金額 0百万円 0百万円

 普通株式に係る当期純利益 13,408百万円 7,101百万円

 普通株式の期中平均株式数 524,734,874株 524,597,131株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額 
 (うち 支払利息等(税額相当額控除後))

153百万円
(153百万円)

88百万円
(88百万円)

 普通株式増加数 
 (うち 転換社債) 
 (うち 新株予約権)

36,245,130株
(36,245,130株)

(0株)

29,782,105株
(29,782,105株)

(0株)

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まれな
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 37,540 29,563 
未収運賃 1,003 739 
未収金 2,630 1,964 
未収消費税等 1,535 0 
短期貸付金 5,024 5,493 
分譲土地建物 72,545 82,670 
前払費用 1,855 2,644 
繰延税金資産 3,120 2,490 
その他の流動資産 485 6,240 
貸倒引当金 △10 △10 
流動資産合計 125,729 131,796 

固定資産 
鉄道事業固定資産 240,695 239,116 
付帯事業固定資産 156,802 146,585 
各事業関連固定資産 5,615 5,377 
建設仮勘定 155,299 194,974 
投資その他の資産 
投資有価証券 36,344 32,064 
関係会社株式 35,085 40,989 
長期貸付金 22,439 22,428 
繰延税金資産 11,040 9,109 
その他の投資等 18,485 20,966 
投資評価引当金 △4,172 △5,062 
貸倒引当金 △6,625 △5,049 
投資その他の資産合計 112,596 115,445 

固定資産合計 671,010 701,499 
資産合計 796,739 833,296 
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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 115,614 128,386 
コマーシャル・ペーパー 30,000 25,000 
1年内償還予定の社債 51,946 0 
未払金 47,901 47,458 
未払費用 3,315 3,374 
未払消費税等 0 310 
未払法人税等 4,189 276 
預り連絡運賃 586 453 
預り金 898 937 
前受運賃 4,344 4,243 
前受金 685 212 
前受収益 953 1,092 
役員賞与引当金 84 84 
その他の流動負債 26,655 29,332 
流動負債合計 287,176 241,161 

固定負債 
社債 80,000 80,000 
長期借入金 213,577 260,910 
退職給付引当金 2,864 0 
役員退職慰労引当金 385 438 
長期前受工事負担金 90,011 111,606 
長期預り保証金 22,118 21,286 
固定負債合計 408,958 474,241 

負債合計 696,134 715,403 
純資産の部 
株主資本 
資本金 39,464 43,738 
資本剰余金 
資本準備金 13,586 17,861 
その他資本剰余金 24,627 22,501 
資本剰余金合計 38,214 40,362 

利益剰余金 
利益準備金 6,665 6,665 
その他利益剰余金 
別途積立金 2,050 2,050 
繰越利益剰余金 23,885 24,976 

利益剰余金合計 32,601 33,691 
自己株式 △13,755 △2 
株主資本合計 96,524 117,790 

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 4,081 102 
評価・換算差額等合計 4,081 102 

純資産合計 100,605 117,893 
負債純資産合計 796,739 833,296 
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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 
鉄道事業営業収益 78,827 78,889 
鉄道事業営業費 64,525 64,314 
鉄道事業営業利益 14,301 14,575 

付帯事業営業利益 
付帯事業営業収益 44,365 31,409 
付帯事業営業費 40,392 27,692 
付帯事業営業利益 3,972 3,716 

全事業営業利益 
全事業営業収益 123,192 110,299 
全事業営業費 104,918 92,007 
全事業営業利益 18,274 18,291 

営業外収益 
受取利息 403 449 
受取配当金 1,324 1,336 
その他 1,256 1,043 
営業外収益合計 2,983 2,830 

営業外費用 
支払利息 8,380 8,680 
その他 444 562 
営業外費用合計 8,825 9,243 

経常利益 12,433 11,879 
特別利益 2,665 6,692 
特別損失 841 8,711 
税引前当期純利益 14,256 9,860 
法人税、住民税及び事業税 4,265 107 
法人税等調整額 1,152 5,289 
法人税等合計 5,418 5,397 
当期純利益 8,838 4,462 
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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 39,464 39,464 
当期変動額 
新株の発行 0 4,274 
当期変動額合計 0 4,274 

当期末残高 39,464 43,738 
資本剰余金 
資本準備金 
前期末残高 13,586 13,586 
当期変動額 
新株の発行 0 4,274 
当期変動額合計 0 4,274 

当期末残高 13,586 17,861 
その他資本剰余金 
前期末残高 24,631 24,627 
当期変動額 
自己株式の処分 △4 △2,125 
当期変動額合計 △4 △2,125 

当期末残高 24,627 22,501 
資本剰余金合計 
前期末残高 38,218 38,214 
当期変動額 
新株の発行 0 4,274 
自己株式の処分 △4 △2,125 
当期変動額合計 △4 2,148 

当期末残高 38,214 40,362 
利益剰余金 
利益準備金 
前期末残高 6,665 6,665 
当期末残高 6,665 6,665 

その他利益剰余金 
別途積立金 
前期末残高 2,050 2,050 
当期末残高 2,050 2,050 

繰越利益剰余金 
前期末残高 18,218 23,885 
当期変動額 
剰余金の配当 △3,171 △3,372 
当期純利益 8,838 4,462 
当期変動額合計 5,667 1,090 

当期末残高 23,885 24,976 
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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) 

利益剰余金合計 
前期末残高 26,934 32,601 
当期変動額 
剰余金の配当 △3,171 △3,372 
当期純利益 8,838 4,462 
当期変動額合計 5,667 1,090 

当期末残高 32,601 33,691 
自己株式 
前期末残高 △3,879 △13,755 
当期変動額 
自己株式の取得 △10,031 △151 
自己株式の処分 156 13,903 
当期変動額合計 △9,875 13,752 

当期末残高 △13,755 △2 
株主資本合計 
前期末残高 100,737 96,524 
当期変動額 
新株の発行 0 8,548 
剰余金の配当 △3,171 △3,372 
当期純利益 8,838 4,462 
自己株式の取得 △10,031 △151 
自己株式の処分 151 11,778 
当期変動額合計 △4,213 21,266 

当期末残高 96,524 117,790 
評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 
前期末残高 9,601 4,081 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,520 △3,978 
当期変動額合計 △5,520 △3,978 

当期末残高 4,081 102 
純資産合計 
前期末残高 110,338 100,605 
当期変動額 
新株の発行 0 8,548 
剰余金の配当 △3,171 △3,372 
当期純利益 8,838 4,462 
自己株式の取得 △10,031 △151 
自己株式の処分 151 11,778 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,520 △3,978 
当期変動額合計 △9,733 17,288 

当期末残高 100,605 117,893 
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該当事項はありません。 

  

イ．新任取締役候補 

三富 利夫 （現 当社鉄道本部施設部長） 

宮沢 和徳 （現 京浜急行バス株式会社 常務取締役） 

  

ロ．退任予定取締役 

坂巻 武彦 （現 専務取締役） 

  

ハ．退任予定監査役 

佐藤 道夫 （現 監査役） 

（注）退任予定監査役佐藤道夫氏は、会社法第２条16号に定める社外監査役であります。 

【継続企業の前提に関する注記】

６. その他

(1) 役員の異動（平成21年６月26日付予定）
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【連結損益計算書（前期比較）】 

 

(2) 参考資料

前連結会計年度 当連結会計年度 増   減

自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日 金 額 割 合
至 平成20年３月31日 至 平成21年３月31日

百万円 百万円 百万円 ％

Ⅰ営業収益 314,335 317,875 3,539 1.1

Ⅱ営業費 282,183 288,497 6,313 2.2

１．運輸業等営業費及び売上原価 253,071 255,715 2,644 1.0

２．販売費及び一般管理費 29,111 32,781 3,669 12.6

 営業利益 32,152 29,377 △ 2,774 △   8.6

Ⅲ営業外収益 2,426 2,143 △   283 △  11.7

１．受取利息 120 125 4 3.7

２. 受取配当金 455 435 △    19 △   4.3

３. 持分法による投資利益 74 77 3 4.4

４．その他 1,776 1,505 △   270 △  15.3

Ⅳ営業外費用 9,749 9,749 ― ―

１．支払利息 8,283 8,560 277 3.3

２．その他 1,465 1,189 △  276 △  18.9

 経常利益 24,829 21,772 △ 3,057 △  12.3

Ⅴ特別利益 2,156 4,140 1,984 92.0

１. 工事負担金等受入額 1,142 2,458 1,315 115.1

２. 退職給付信託設定益 1,013 1,051 38 3.8

３. リース会計基準の適用に伴う影響額 630 630 ―

Ⅵ特別損失 3,176 9,321 6,145 193.5

１. 減損損失 148 6,026 5,878 －

２. 固定資産圧縮損 1,142 2,458 1,315 115.1

３. 固定資産除却損 506 836 329 65.1

４. その他の引当金繰入額 837 0 △   837 △ 100.0

５. 投資有価証券評価損 541 0 △   541 △ 100.0
 税金等調整前当期純利益 23,810 16,591 △ 7,218 △  30.3

法人税、住民税及び事業税 9,693 4,778 △ 4,914 △  50.7

法人税等調整額 673 4,682 4,008 595.0

法人税等合計 10,366 9,461 △   905 △   8.7

少数株主利益 34 29 △    5 △  15.4

 当期純利益 13,408 7,101 △ 6,307 △  47.0
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【セグメント情報（前期比較）】 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 増   減

 自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日 金 額 割 合
 至 平成20年３月31日 至 平成21年３月31日

百万円 百万円 百万円 ％

交 通 事 業

営 業 収 益 118,208 118,119 △    88 △   0.1

営 業 利 益 17,299 17,225 △    73 △    0.4

不 動 産 事 業

営 業 収 益 42,059 35,834 △ 6,225 △   14.8

営 業 利 益 6,527 5,962 △   565 △   8.7

レジャー・サービス事業

営 業 収 益 51,618 49,012 △ 2,605 △    5.0

営 業 利 益 1,687 547 △ 1,139 △   67.5

流  通  事  業

営 業 収 益 94,907 103,412 8,505 9.0

営 業 利 益 1,766 1,005 △   761 △   43.1

そ の 他 事 業

営 業 収 益 63,376 68,161 4,784 7.5

営 業 利 益 4,516 4,336 △   179 △    4.0

計

営 業 収 益 370,170 374,541 4,371 1.2

営 業 利 益 31,798 29,078 △ 2,720 △    8.6

消 去 又 は 全 社

営 業 収 益 △ 55,834 △ 56,666 △   831 △    1.5

営 業 利 益 353 299 △    54 △   15.3

連             結

営 業 収 益 314,335 317,875 3,539 1.1

営 業 利 益 32,152 29,377 △ 2,774 △    8.6
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【鉄道運輸成績】 

 
  

科  目
前事業年度 当事業年度 増   減

 （自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日
金  額 割  合   至 平成20年３月31日）   至 平成21年３月31日）

百万円 百万円 百万円 ％

 運 輸 収 入

定    期 30,153 30,354 200 0.7

定 期 外 45,595 45,492 △ 103 △ 0.2

計 75,749 75,847 97 0.1

千人 千人 千人 ％

 輸 送 人 員

定    期 245,803 246,768 965 0.4

定 期 外 195,609 197,389 1,780 0.9

計 441,412 444,157 2,745 0.6
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